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 EU 経済統合の拡大が進む中、わが国企業の海外事業展開にとって、EU の比重はますま

す高まっておりますが、EU 地域は環境規制が厳しいため、今後の企業活動計画策定には、

環境規制の動向を踏まえた対応策を講じることが必要と思われます。 

 本報告書は、EU の環境政策と産業との関連について、各業界のケーススタディも併せて

当会のブリュッセル調査員が調査し、とりまとめたものです。 

 EU において環境政策は、1987 年の単一欧州議定書の発効以来、重要な政策として位置

づけられております。発効が遅れた第 6 次環境行動計画（2002 年～2012 年）では、第 5
次環境行動計画（1993 年～2000 年）に引き続き、「持続可能性」がＥＵ環境政策の基盤と

なるテーマとして位置づけられています。優先分野に、「気候変動」、「自然と生物多様

性」、「環境と健康および生活の質」、「天然資源と廃棄物」の４つを挙げ、７つのテー

マ別戦略を策定しています。また、産業界にとっては特に、IPPC(統合的汚染防止管理)指

令、環境影響アセスメント指令（EIA 指令）、化学事故にかかわるセベソⅡ指令、そして

環境管理・監査スキーム（EMAS 規則）の EU 法は、環境汚染管理とリスクマネジメント

の視点から、最も重要な 4 大柱とされています。 
温室効果ガスの排出権取引制度や先般成立が決まった REACH 規則など、EU が大きな市

場となっている機械産業にとって、EU 環境政策の動向は事業活動にとって大きな影響が出

てくると思われ、本調査報告書を各位のご高覧に供する次第です。 

 

平成 18 年 3 月 

                        社団法人 日本機械工業連合会 

                                                    会 長  金 井   務 
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１．ＥＵの環境政策 
 
（１）第６次環境行動計画 
 
① 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1。現在の「第６次環境行動計画（The Sixth Environmental Action Programme of the 
European Community）」2は欧州委員会が 2001 年２月に提案したものだが、その後、欧州

議会環境委員会が大幅な修正3を加えるなど調整が難航した。本来ならば 2001 年以降が対象

となるはずであったが様々な要因で手続きが遅れ、発効は翌 2002 年９月となったが、2002
年７月 22 日に遡って 2012 年までの 10 年間を対象とすることとなった。 
 
第５次環境行動計画（1993～2000 年）4で取り上げられた「持続可能性」が第６次環境行動

計画でも引き続きＥＵ環境政策の基盤となるテーマに置かれており、長期的な視野に立った

目標設定と、よりグローバルなアプローチに焦点を置いている。優先分野に、「気候変動」、「自

然と生物多様性」、「環境と健康および生活の質」、「天然資源と廃棄物」の４つを挙げたうえ

で、７つのテーマ別戦略（Thematic Strategies）を策定している。７つのテーマは、「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」である。 
 
以下には、これらの優先分野とテーマ別戦略の概要を示すが、第６次環境行動計画における

４つの優先分野と７つのテーマ別戦略の位置付けは図１のようになる。同図ではまた、第６

次環境行動計画とＥＵの「持続可能な開発戦略」5およびＥＵ条約での環境面での目標との関

係も示されている。 

                                                   
1  第１次（1973～1976 年）、第２次（1977～1981 年）、第３次（1982～1986 年）、第４次（1987～1992 年）、

第５次（1993～2000 年）。 
2  Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2002 laying down the Sixth 

Community Environment Action Programme（2002 年９月 10 日付 Official Journal L 242, 10/9/2002） 
3  12 ページの長さの法案文章に対して、修正は 100 ページ以上にのぼったとされる。 
4  副題を「持続可能性に向けて」とした第５次環境行動計画は、長期的な視野に立った目標設定と、よりグ

ローバルなアプローチをとった点で、従来の環境行動計画から方向転換を図ったものであった。 
Resolution of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the 
Council of 1 February 1993 on a Community programme of policy and action in relation to the environment and 
sustainable development - A European Community programme of policy and action in relation to the environment 
and sustainable development（1993 年５月 17 日付 L138）（http://europa.eu.int/eur-lex/lex/Notice.do?val=195874: 
cs&lang=en&list=294079:cs,195874:cs,196618:cs,294896:cs,196092:cs,195886:cs,196126:cs,187887:cs,189802:cs,
188302:cs,&pos=2&page=57&nbl=708&pgs=10&hwords=） 
"Toward Sustainability: A European Community programme of policy and action in relation to environment and 
sustainable development", Official Journal of European Communities (1993 年５月 17 日付 L138) 

（http://europa.eu.int/comm/environment/env-act5/5eap.pdf） 
5  "Communication from the Commission - A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for 

Sustainable Development {COM(2001)264 final}", Commission of the European Communities（Brussels, 
15.5.2001）（http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0264en01.pdf） 
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図 1： 第６次環境行動計画における４優先分野と７テーマ別戦略の位置付け 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所： 欧州委員会スライド資料（http://www.europa.eu.int/comm/environment/newprg/strategies_en.htm） 

 
 

ＥＵの持続可能な開発戦略において 
環境目標に直接関係する優先事項 

気候変動・ 
クリーンエネルギー

公共衛生 天然資源管理 モビリティ・ 
土地利用・領土開発

ＥＵの環境目標（ＥＵ条約） 
 

環境保護 
（生物多様性保護を含む）

人の健康の保護 天然資源の合理的利用 

 
 

インパクトをベースとした政策 

• 生物多様性に関する戦

略 
• 鳥類・自然生息地指令

• ナチュラ 2000 ネットワ

ーク 

• 環境・健康に関する戦略

• 都市戦略  
• 化学規制 
• 殺虫剤戦略  
• 騒音政策 

• 欧州気候変動プログラ

ム 
• CO2 排出枠取引制度 
• 成層圏 

• 資源戦略  
• 廃棄物防止・リサイク

ル戦略  
• 統合製品政策（IPP） 
• 廃棄物関連法 

環境媒体別の政策 

• 水枠組み指令 
• 水関連法 

• 大気戦略 
• 大気の質関連法

• 加盟国排出上限

• 海洋戦略 
• 国際条約 

• 土壌戦略 

水質 大気 海洋 土壌 

自然・生物多様性 環境・健康・生活質 気候変動政策 資源・廃棄物 

＜＜ 第６次環境行動計画 ＞＞ 
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② ４つの優先分野 

 
• 気候変動・・・今後 10 年間とそれ以降に残された課題の１つとして気候変動を特に重視

し、大気中の温室効果ガスの濃度を気候体系に危険な人的妨害を防ぐよう一定水準に安定

させるという長期的目標に貢献する。従って、気温上昇を工業化前の水準から 高でも

２℃にとどめ、二酸化炭素（CO2）濃度を 550ppm 以下とする長期的目標が、第６次環境

行動計画のプログラムの方向性を決めるものとなる。これは、さらに長期的には、気候変

動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change／IPPC）が特

定したように、温室効果ガスの排出を 1990 年の水準に比べ世界で 70％削減することが必

要になると考えられる。 
• 自然と生物多様性・・・ＥＵレベルおよび世界レベルで、砂漠化と（遺伝的資源の多様

性も含めた）生物多様性の損失を食い止めることを目的とし、自然体系、自然生息地、野

生動植物の機能を、保護、保全、回復、開発する。 
• 環境と健康および生活の質・・・汚染の水準が人の健康と環境に有害な効果を及ぼさな

いような環境を提供することによって、また、持続可能な都市開発を奨励することによっ

て、高い質の市民生活と社会的健全性に貢献する。 
• 天然資源と廃棄物・・・資源利用と廃棄物産出を経済成長率からデカップリングし（切

り離し）、また、再生可能・非再生可能資源の消費が環境収容力を超えないようにするこ

とを目指すことによって、より持続が可能な生産・消費パターンをもたらすような、より

良い資源効率と資源・廃棄物管理。 
 
これらの優先分野で改善をもたらすための単一の解決策というものはなく、欧州委員会は目

標を満たすためのルートとして以下のような４点を打ち出した。 
 
• 環境関連法を確実に実行・施行する（全加盟国で共通のベースラインを設定するために必

須）。 
• ＥＵの他分野の政策に環境への配慮を組み込む（環境問題はその源となっている所で取り

組む必要があるが、しばしばそれは環境以外の政策に関連している）。 
• 多様なツールを混合して活用する（あらゆるタイプのツールを検討する必要があるが、可

能な限り 高の効率・効果をもたらすものであることが必須の選定基準となる）。 
• 環境問題と問題解決に向けた共同作業に関し、より良い、そしてよりアクセスしやすい情

報提供を通して、企業から消費者、NGO まで、あらゆるプレーヤーの参加を促す。 
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③ ７つのテーマ別戦略（Thematic Strategies） 

 
第６次環境行動計画では、上記の環境目標を達成するための戦略的アプローチとして、広範

なアプローチが必要な優先的環境課題について、欧州委員会がテーマ別に７つの戦略6を策定

することとなった。テーマ別のアプローチは気候変動や水質の分野で 1990 年代から取られて

きたが、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するために７分野で

テーマ別戦略を立てることとした。これにより、統合的な戦略への移行のプロセスはほぼ完

了することになる。 
 
テーマ別戦略の開発に当たっては、下記図 2 のような手順が取られているが、インパクト・

アセスメントが戦略・施策の重要な基盤となっていることが分かる。 
 
 
図 2： 第６次環境行動計画のテーマ別戦略の策定手順および他要素との関係 

テーマ別戦略の策定手順 要 素 

① 環境圧力と環境インパクトについて幅広

い分析を実施 
 
② 知識をベースとしたアプローチ：調査・

研究、専門家による協議、ピアレビュー

 
③ 継続的かつ広範な諮問とステークホルダ

ーの関与 
 
④ 経済、社会、環境の３面から見たインパ

クト・アセスメントの実施 

 

出所：  "Commission Staff Working Paper, Annex to the Commission Working Paper "Better Regulation and 
the Thematic Strategies for the Environment" {COM(2005) 466 final}", 

Commission of the European Communities {SEC(2005) 1197, Brussels, 28.9.2005}）および 
欧州委員会スライド資料（http://www.europa.eu.int/comm/environment/newprg/strategies_en.htm） 

よりまとめ 

 
 
各テーマの戦略の概要を以下の表 1 にまとめたが、７テーマのうち５テーマについて 2005
年秋以降に戦略が発表されている。残り２テーマ（土壌および殺虫剤）についても現在、具

体的な施策内容について協議が続けられている。 
 

                                                   
6  当初、欧州委員会提案では６分野が提案されたが、欧州議会の修正案で「都市環境」が増えたうえ、テー

マ別戦略の策定に関する条項が追加された。 

各テーマ別戦略 

（長期的な政策の枠組みを設定した通達）

法規制提案 

（実施ツール）

インパクト・ 
アセスメント 

（サポート要素）
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表 1： 第６次環境行動計画の７つのテーマ別戦略の概要 
分 野 

戦略採択日 
通達文書番号 

主な概要 

大気汚染 
 
2005.9. 21 
COM(2005) 446 

• 大気汚染による年間早期死亡件数を、2020 年までに 2000 年の水準から約 40％低下（37 万人→23
万人）させる。 

• 空気伝達による汚染の害を被っている森林地帯やその他のエコシステムを大幅に削減する。 
• 主要汚染物質はすべて対象とするが、人の健康に悪影響が大きい粒子物質と地表レベルオゾン汚染

に特に留意する。 
• 欧州委員会は、人の肺に深く入り込む PM25（直径が 2.5μm 以下の超微粒子）と呼ばれる空気伝達

粒子の濃度に対する規制（各国での削減と汚染地域での上限設定）を提案する。 
• 大気の質に関する既存の法規制を「大気質指令」として統合し、合理化する（50％削減）。 

廃棄物の防止・ 
リサイクル 

 
2005.12.21 
COM(2005) 666 

• リサイクルの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、関連法令

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。 

海洋環境の保護・ 
保全 

 
2005.10.24 
COM(2005) 505 

• 2021 年までに、ＥＵの海水の環境状況を良好なものとし、海洋に関係する経済活動および社会活動

が基盤とする資源を保護する。 
• 地理的・環境上の条件に基き「欧州海洋地域」を創設し、加盟国に、近隣諸国との協力のもと、海

洋戦略を策定することを求める。国別海洋戦略の内容は、環境評価や各地域レベルでの「良好な環

境状況」の定義、明確な環境目標の設定、監視プログラムなどを含む。 
• 同戦略は、州委員会は現在策定中の今後の海洋政策において、環境面の柱となる。 

土 壌 
 
（未採択） 

• 具体的な措置について現在諮問中で、戦略は 2006 年春に採択の見通し。 
• 欧州委員会は、土壌に関する８つの脅威（侵食、有機物の減少、汚染、シーリング（固結などによ

り土壌が不浸透性になること）、固結、生物多様性の低下、塩化、地すべり）を特定済み。 
• 戦略は、①土壌保護政策の原則を定めた欧州委員会通達、②土壌保護に関する「土壌枠組み指令」

案、③提案内容の環境、経済、社会的インパクトの分析、の３要素で構成される予定。 

殺虫剤の 
持続可能な使用 

 
（未採択） 

• 具体的な措置の内容等については検討中。 
• 作物への効果を維持すると同時に人の健康・環境へのリスクを低減することを目的とし、既存のＥ

Ｕ法に、使用段階のリスクを低減するための方策を追加する。 
• 特に農家などユーザーが、殺虫剤をより効率的に使用し、過剰使用と不必要な環境汚染を避けるた

めの措置などが設定される予定。 
• 事業ユーザーの訓練、散布装置の検査・メンテナンス、空中散布などの危険な慣行の制限、空容器・

古くなった殺虫剤の回収などについて検討する。 
• も危険性の高い殺虫剤の比較評価と他製品への代用、有機農法など殺虫剤の使用の少ない農法の

促進、統合作物管理などを既存の法制度に取り込んでいく。 

資源の 
持続可能な使用 

 
2005.12.21 
COM(2005) 670 

• 25 年の長期的視野に立った、知識の改善、監視ツールの開発、特定の産業や加盟国における戦略的

アプローチの開発などを行う。 
• 天然資源に関して入手可能なすべての知識を結集させたデータセンターを欧州委員会が運用し、意

思決定者に情報を提供する。 
• 国連環境計画（UNEP）との協力で、独立した科学的助言を提供する国際パネルを設置する。 
• 加盟国は、欧州委員会、加盟国、その他のステークホルダーの代表者が参加するハイレベル・フォ

ーラムの指導の下、自国の措置およびプログラムを開発する。 
• 欧州委員会が経済成長・雇用に関する戦略の一環で策定する予定の「経済セクター行動計画」の中

で、資源利用の環境インパクトを検討する。 
• 同戦略のゴールに対する進捗状況の監視・定期レビューのための指標を 2008 年までに設定する。

都市環境 
 
2006.1.11 
COM(2006) 718 

• 都市での行動計画の策定・実施において情報源となるような、統合的環境管理と持続可能な交通計

画に関するガイダンスを欧州委員会が策定する。 
• 地方自治体が都市環境を管理するに当たって必要なスキルを開発するための訓練やキャパシティ・

ビルディングの提案と、自治体間の交流の支援を加盟国政府および自治体で進める。 
• ＥＵレベルでのベストプラクティスの共有のためのプログラムを検討する。都市問題に関して自治

体に助言を提供するネットワークを整備する（パイロット）。 
• 欧州委員会は自治体向けポータルの開設を検討する。 

出所： "Commission Staff Working Paper, Annex to the Commission Working Paper "Better Regulation and 
the Thematic Strategies for the Environment" {COM(2005) 466 final}", 

Commission of the European Communities {SEC(2005) 1197, Brussels, 28.9.2005}） 
欧州委員会プレスリリース（2005 年９月 21 日付 IP/05/1170、2005 年 12月 21 日付 IP/05/1673、同 IP/05/1674、

2006 年１月 13 日付 IP/06/34）およびその他欧州委員会資料よりまとめ 
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公的部門
€ 540億

0.6%

環境企業部門
€ 750億

0.8%

産業部門
€ 380億

0.4%

（２）ＥＵ産業における環境対策支出 
 
ＥＵ統計局（ユーロスタット）は、産業部門と公的部門および環境企業部門の３部門に関し

てＥＵの環境対策支出の統計データを集計・発表している。これによると、2001 年のＥＵ25
カ国における環境保護対策支出は総計で 1,670 億ユーロで、GDP の 1.8％を占めている（図 3
参照）。 
 
 
図 3： ＥＵ25 カ国部門ごとの環境保護対策支出および GDP に占める割合（2001 年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所： “Statistics in Focus, Environment and Energy - Environmental Protection Expenditure  
by public sector and specialized producers 1995-2002 in the European Union”, Eurostat 

 
 
2001 年の 25 ヵ国の産業部門における環境対策支出は約 380 億ユーロで、これは GDP の約

0.4％に相当し、1999 年と同水準である。GVA（総付加価値）に占める割合は２％となって

いる。2002 年の支出額は 284 億ユーロと前年から大きく減少したが、産業における環境支出

は、政府の要請や、新技術が利用可能になる、あるいは企業が大型投資を行ったなどの理由

で、年によって上下が激しいのが一般的である。 
 
産業部門の 1999 年から 2002 年の環境対策支出の内訳を分野別に見ると、加盟国の支出は廃

水処理と廃棄物処理で多くなっている。ただこれは、旧 15 ヵ国と新規加盟 10 ヵ国でやや差

が見られ、2000 年に、15 ヵ国では廃水処理と廃棄物処理が焦点となっていたが、新規加盟

国では大気汚染への取り組みに重点を置いていたことが分かる。新規加盟国も 2002 年には、

廃水処理へとシフトを始めた。 
 
また、支出のうち約 75％を経常支出が占めており、約 213 億ユーロとなっている。経常支出

は、環境保護を目的とした社内での活動に充てられる人件費、原料費、賃貸料、電気・水道

代、維持費などと、外部の専門業者による廃棄物処理サービスや、下水処理などを専門とす
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る環境コンサルタントからのサービス購入費などに分けられる。前者では、企業によっては

環境情報システムや認証活動など一般的な管理への支出も大きい。 
 
残りの 25％は資本支出、すなわち環境投資に充てられている。環境投資は２つのタイプに分

けることができる。１つは「汚染処理投資」で、生産プロセスそのものに影響を与えない投

資で、企業の活動により発生した汚染や汚染物質を回収・除去・数値測定・処理・廃棄する

ことを目的としている。2002 年の 25 ヵ国の汚染処理投資は総支出の 16％に相当する。もう

１つは、汚染物質の発生を削減するために製造プロセスの改造や改変を行う「汚染防止投資」

で、フィルターやコンテナなどの設備機器や廃水処理プラントなどへの投資である。 
 
 
表 2： 産業部門による環境保護対策への支出内訳および推移（1999～2002 年） 
  

大気 
(%) 

廃棄物
(%) 

廃水 
(%) 

その他
(%) 

額 
（€100万） 

GVAに占

める割合

（%） 

GDPに占

める割合

（%）

ＥＵ15カ国 99 23 29 29 19 33,360 2.00 0.41
うち：資本支出  42 12 27 20 87,24 0.52 0.11

経常支出  17 35 30 18 24,636 1.48 0.31
ＥＵ25カ国 00 28 28 29 14 31,559 1.69 0.35
うち：ＥＵ旧15ヵ国  26 29 30 14 28,443 1.60 0.33

：新規加盟10ヵ国  41 19 25 14 3,116 3.53 0.83
うち：資本支出  47 13 23 17 8,668 0.47 0.10

：経常支出  19 35 31 13 22,038 1.18 0.25
ＥＵ25カ国 01 25 28 30 16 38,094 2.01 0.41
うち：ＥＵ旧15ヵ国  24 29 30 16 34,399 1.91 0.39

：新規加盟10ヵ国  32 20 34 13 3,696 3.89 0.87
うち：資本支出  37 15 24 23 13,743 0.73 0.15

：経常支出  18 35 33 13 24,332 1.29 0.26
ＥＵ25カ国 02 20 27 30 17 28,483 1.49 0.30
うち：ＥＵ旧15ヵ国  18 28 29 17 25,116 1.39 0.27

：新規加盟10ヵ国  30 20 36 13 3,367 3.36 0.75
うち：資本支出  37 13 28 21 7,182 0.38 0.07

：経常支出  14 32 31 15 21,296 1.11 0.23

出所： “Statistics in Focus, Environment and Energy  
- Environmental Protection Expenditure by industry in the European Union”, Eurostat 

 

 

産業部門における国別の環境保護対策への支出の推移を見ると、ほとんどの国では比較的安

定しているが、GVA に占める割合で見た場合、逓減していることが分かる（表 3 参照）。2002
年に GVA に占める割合が も高かったのはスロバキアで、5.4％だった。スペインは、1997
年から 2002 年にかけて環境支出額が 250％も増加し、同時期に GVA に占める割合も 24％増

加している。エストニアは、GVA に占める環境保護支出の割合が 1997 年から安定的に増加

しているものの、支出額の伸びは 16％に留まっている。ハンガリーは、1999 年から 2002 年

の間に環境保護支出が 50％減少しており、GVA に占める割合も５％から 2.5％へと半減した。 
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表 3： 産業部門による環境保護対策への支出および GVA に占める割合の推移（1997～

2002 年） 
（単位：100 万ユーロ） 

 環境保護対策への支出 GVAに占める割合 (%) 
 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年

ベルギー
1) - - 1,165 - 1,022 1,170 - - 2.44 - 2.05 2.33

チェコ
2) 666 556 440 245 175 191 4.38 - - - - -

ドイツ
3) 11,082 8,974 10,730 8,800 8,920 - 2.54 1.98 2.37 1.90 1.90 -

エストニア 57 57 48 44 53 66 6.83 5.97 5.17 3.94 4.17 4.60
スペイン 681 824 1,000 1,455 1,483 1,891 0.65 0.76 0.90 1.23 1.20 1.50
フランス

4) 950 950 925 877 2,790 - 0.40 0.38 0.37 0.33 1.03 -
アイルランド - 166 - - - - - - - - - -
イタリア

5) 645 - - - 5,731 - 0.28 - - - 2.22 -
キプロス - - - - 19 34 - - - - 1.51 -
ラトビア - - - - 16 23 - - - - 1.11 1.55
リトアニア 40 31 34 45 65 69 2.19 1.52 1.66 1.71 2.15 2.17
ハンガリー - - 524 527 311 351 - - 4.81 4.28 2.34 2.31
オランダ

6) 776 483 1,662 1,740 1,814 - 1.17 0.71 2.44 2.33 2.32 -
オーストリア 1,317 1,208 1,142 1,108 - - 3.52 3.13 2.80 2.55 - -
ポーランド - - - - 2,306 2,016 - - - - 5.35 4.82
ポルトガル 180 261 340 444 397 373 0.92 1.29 1.62 2.04 1.77 1.63
スロベニア

7) 78 64 64 85 198 184 1.74 1.29 1.25 1.56 3.39 2.99
スロバキア - 505 249 204 275 327 - 10.44 4.97 3.66 4.67 5.41
フィンランド 554 525 490 610 - - 2.14 1.83 1.71 1.88 - -
スウェーデン

8) 975 - 843 343 1,051 967 1.96 - 1.61 0.60 2.03 1.82
英国 6,159 - 5,931 6,935 5,871 3,996 2.29 - 2.10 2.16 1.88 -
1) 2001-2002年の投資を含まない。 
2) 1997-2002年の経常支出を含まない。 
3) 汚染防止投資および1997-2002年のエネルギー・水による経常支出を含まない。 
4) 1997-2000年の経常支出を含まない。 
5) 1997年の投資を含まない 
6) 1997-1998年の経常支出を含まない。 
7) 2001年に算出方法変更。 
8) 2000年の経常支出を含まない。 

出所： “Statistics in Focus, Environment and Energy  
- Environmental Protection Expenditure by industry in the European Union”, Eurostat 

 
 
25ヵ国の環境投資を見ると、大半が1997年から2002年の間に減少している一方で、経常支出

は増加している（表 4参照）。図 4は、2002年のGVAに占める環境投資と経常支出の割合を

示しているが、ほとんどの国で経常支出が環境投資を上回っており、環境投資の占める割合

経常支出の占める割合を上回っていたのはイタリアとスロベニアだけとなっている。 
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表 4： 産業部門における投資合計および経常支出合計の推移（1997～2002 年）  
（単位：100 万ユーロ） 

投資合計 経常支出合計  
1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年

ベルギー 309 315 240 - - - - - 925 - 1,022 1,170
チェコ 666 556 440 245 175 191 - - - - - -
ドイツ

1) 1,807 1,620 1,760 1,560 1,570 - 9,275 - 8,970 7,240 7,350 -
エストニア 28 25 24 27 22 27 29 32 24 17 31 39
スペイン 440 538 647 878 715 890 240 286 353 577 768 1,001
フランス 950 950 925 877 1116 1,030 - - - - 1,673 -
アイルランド - 104 - - - - - 62 - - - -
イタリア - - - - 3,810 - 645 - - - 1,921 -
キプロス - - - - 5 15 - - - - 14 18
ラトビア - - - - 2 8 - - - 8 13 15
リトアニア 16 7 12 15 19 19 24 24 23 30 46 50
ハンガリー 60 81 162 207 121 126 - - 362 320 191 225
オランダ 776 483 477 417 418 - - - 1,185 1,323 1,396 -
オーストリア 438 318 252 186 - - 879 890 890 922 - -
ポーランド 1,130 1,407 1,110 729 729 523 - - - - 1,577 1,493
ポルトガル 104 167 168 244 217 188 76 95 172 200 180 185
スロベニア

2) 48 34 35 60 105 84 30 30 29 25 92 100
スロバキア - 374 142 66 76 107 - 130 107 138 199 219
フィンランド 238 186 140 225 - - 317 339 350 385 - -
スウェーデン 515 - 323 343 386 382 460 - 520 - 665 585
英国 1,677 - 1,975 2,332 1,790 785 4,482 - 3,956 4,604 4,081 3,211
1) 汚染処理投資のみ、エネルギー・水による経常支出を含まない。 2) 2001年に算出方法変更。 

出所： “Statistics in Focus, Environment and Energy  
- Environmental Protection Expenditure by industry in the European Union”, Eurostat 

 
図 4： 産業部門における環境保護対策支出の GVA に占める割合（2002 年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注） ドイツは処理投資のみで、エネルギー・水による支出を含まない。 
 *2001 年のデータ。 **2002 年のデータ。 

出所： “Statistics in Focus, Environment and Energy  
- Environmental Protection Expenditure by industry in the European Union”, Eurostat 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

ベルギー

チェコ

ドイツ*

エストニア

スペイン

フランス*

イタリア

キプロス*

ラトビア

リトアニア

ハンガリー

オランダ*

オーストリア**

ポーランド*

ポルトガル

スロベニア

スロバキア

フィンランド**

スウェーデン

英国**

ＥＵ25ヵ国

%

投資 経常支出



 

 10 

27

27

30

32

37

38

42

42

45

51

52

53

57

57

59

65

4

14

12

19

12

17

6

9

9

28

9

6

5

27

13

15

17

24

38

21

33

21

42

13

37

6

19

20

6

9

24

14

52

35

20

28

15

23

11

36

9

15

2

21

31

7

4

6

3

1

18

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

スロバキア

スペイン

フランス

イタリア*

スロベニア

英国

チェコ

ハンガリー

スウェーデン

ラトビア

ポルトガル

オランダ*

キプロス

エストニア

ポーランド

リトアニア

大気 廃棄物 廃水 その他 不明

6

11

12

12

13

14

15

15

16

20

21

25

31

37

37

40

41

31

36

25

25

38

38

39

44

23

28

10

13

24

38

32

27

18

56

32

19

28

30

47

24

56

26

16

17

30

34

14

5

1

28

17

6

9

23

2

31

13

14

1

19

49

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ハンガリー

英国

スウェーデン

イタリア*

ラトビア

フランス

ポルトガル

スロベニア

ベルギー

エストニア

ポーランド

オランダ*

リトアニア

スロバキア

キプロス

大気 廃棄物 廃水 その他 不明

2002 年の環境投資を環境分野別（大気、廃棄物、廃水、その他）に見ると（図 5 参照）、「そ

の他」分野が も多くなっているスペインとスロバキア、「廃水」が 38％で 大となってい

るフランスを除くすべての国で大気分野での投資が 大となっている。産業部門では、大気

汚染の処理のために、主に、空気フィルターや浄化装置、ガス分離のための機器などの汚染

処理機器が設置されている。 
 
経常支出を環境分野別に見た場合、主要分野は国によってばらつきが大きい。ほとんどの国

の経常支出は、廃棄物処理分野が他分野よりも大きくなっているほか、廃水処理への支出も

大きい。 
 
図 5： 産業部門における環境投資および経常支出の環境分野別内訳（2002 年） 

 【投資】 【経常支出】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所： “Statistics in Focus, Environment and Energy  
- Environmental Protection Expenditure by industry in the European Union”, Eurostat 

 
 
環境保護支出を産業部門の分野別（鉱業・砕石業、電気・ガス・水、製造業）に見た場合、

製造業が 87％を占め、主な支出元となっており、この割合は 1997 年以降ほとんど変わって

いない（図 6 参照）。なお、ＥＵでは 2001 年に全産業セクターの 94％に相当する 3,400 万

人が製造業に従事している。国別（図 7 参照）で見ると、製造業の占める割合が 50％を下回

っているのはスロバキアだけだが、スロバキアの製造業の雇用数はＥＵ全体の１％未満に過

ぎない。イタリアで 1999 年から 2001 年にかけて、またフランスでは 2000 年と 2001 年に、
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エネルギー・水道産業での環境保護支出が増加したことから、これらの２ヵ国では製造業の

占める割合が低下した。 
 
 
図 6： 産業部門による環境保護対策支出の産業分野別内訳 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

出所： “Statistics in Focus, Environment and Energy  
- Environmental Protection Expenditure by industry in the European Union”, Eurostat 

 
 
図 7： 産業部門による環境対策支出の産業分野別内訳 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
（注）ドイツは処理投資のみで、エネルギー・水による支出を含まない。 

出所： “Statistics in Focus, Environment and Energy  
- Environmental Protection Expenditure by industry in the European Union”, Eurostat 
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ポルトガル、ハンガリー、オランダ、リトアニアの４ヵ国では、廃棄物管理に対する経常支

出が増加している（図 8 参照）。４ヵ国のうち特に増加が大きいのがポルトガルとリトアニ

アであるが、ポルトガルでは統合的汚染防止管理（IPPC）指令（後述参照）の実施がその大

きな要因の１つと見られている。投資のパターンは国によって違いが見られるが、廃棄物削

減・処理には廃棄物収集のためのコンテナやタンク、焼却設備・機器、生物・化学製品の処

理などがある。 
 
 
図 8： 製造業における廃水管理による経常支出の推移 
 
 

1997 年を 100 とする指数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所： “Statistics in Focus, Environment and Energy  
- Environmental Protection Expenditure by industry in the European Union”, Eurostat 

 
 
また、スペイン、オランダ、ベルギー、スロバキアなどの国においては、製造業のうち資本

集約的で技術水準も中～高の「化学・ゴム」産業（下記図 9 では産業分類「24－25」に相当）

で環境保護投資に も多く支出が行われている。これらの国では「化学・ゴム」の製造業全

体での環境保護投資に占める割合は 25～37％となっている。ＥＵ25 カ国の「化学・ゴム」

産業の GVA に占める割合はおよそ 15％であるが、ＥＵ25 ヵ国平均を上回るのはオランダ

（17％）とベルギー（23％）だけである。英国については、1997 年以降「化学・ゴム」産業

における環境投資が減少し、代わりに「食品・たばこ」が増加してきており、製造業におけ

る環境投資全体の４分の１を占めている。 
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図 9： 支出の多い製造業部門上位３位、国別（2002 年） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*2000 年のデータ。 **2001 年のデータ。 

出所： “Statistics in Focus, Environment and Energy  
- Environmental Protection Expenditure by industry in the European Union”, Eurostat 
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（３）環境関連の主な指令・規制 
 
① 統合的汚染防止管理（IPPC）指令 

 
統合的汚染防止管理（Integrated Pollution Prevention and Control／IPPC）指令（96/61/EC）

7は、ＥＵ域内の産業設備から排出される汚染を 小限に抑えることを目的とし、ＥＵ環境関

連法の中で唯一、産業汚染を根源から総括的に管理する指令である。事業に対する操業許可

制度を設けることによって、産業活動による汚染を削減し、高水準での環境保護の実現を目

指している。IPPC 指令と、環境影響アセスメント指令（EIA 指令）、化学事故に関わるセベ

ソ II 指令、環境管理・監査スキーム（EMAS 規則）は、環境汚染管理とリスクマネジメント

の視点から、ＥＵにおける産業分野の４大環境規制とされている。 
 
（ⅰ）IPPC 指令の概要 

 
IPPC 指令は、空気、水質、土壌の汚染管理について、エネルギー使用、廃棄物および事故防

止に関する条項を規定しており、同指令の付則 I（表 5 参照）に挙げられている施設・設備

は操業許認可が必要なうえ、継続的な監査および許認可条件の更改の対象になる。1999 年 10
月以降、付則 I に当てはまるすべての新規設備および大幅な変更を行う予定の既存設備に適

用されており、それ以外の既存設備に対しては、2007 年 10 月まで移行猶予期間が与えられ

た8。猶予期間の終了時には、約６万施設（うちＥＵ旧 15 ヵ国で約４万 5,000 施設）が同指

令の操業許認可を受けていることになる見通しである。 
 
IPPC の操業許認可には「利用可能な 善のテクニック（Best Available Technique／BAT）」
を基にした排出基準および操業条件が用いられる。IPPC 指令は欧州委員会に対し、ＥＵ加盟

国間や同指令の適用される産業間で BAT の情報交換を行うよう求めている。これを受け、欧

州委員会内に設けられた EIPPCB（European Integrated Pollution Prevention and Control 
Bureau）9が中心となり、BAT 参照文書（Best Available Techniques Reference Documents
／BREF）の作成・公開を行っている。BREF は、加盟国政府が企業に対して操業許認可条

件を設定する際の基準として考慮することを求められるもので、企業が直接的に準拠するこ

とを法的に求められるものではない。 
 

                                                   
7  Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control（1996 年

10 月 10 日付け Official Journal L 257）  
8  ＥＵ新規加盟国のうちポーランドとスロベニア、スロバキア、ラトビアは、既存設備の一部について、2008

年から 2012 年までの長期の移行猶予期間を与えられている。加盟候補国では、ブルガリアがやはり移行

期間を与えられているほか、ルーマニアは移行期間を申請済みである。なお、欧州委員会によれば、一部

の加盟国では指令付則 I の対象施設以外の施設も対象としているケースがあるという。 
9  在スペイン・セビリア。 
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表 5： IPPC 指令の適用対象（付則Ⅰ） 
1. エネルギー産

業 
1.1 燃料設備で、熱出力が 50ＭＷを超えるもの 
1.2 鉱物油およびガス精製装置 
1.3 コークス炉 
1.4 石炭気化・液化プラント 

2. 金属製造・加工 2.1 金属鉱石（硫化物の鉱石を含む）焙焼・焼結プラント 
2.2 銑鉄または連続鋳造を含む鋼（第１次・第２次融解）生産設備で、生産能力が毎時 2.5 トンを超えるもの 
2.3 鉄金属加工のための機械設備で、(a)粗鋼を毎時 20 トン超処理する能力を持つ熱間圧延機、(b) 一打毎に 50kJ

超のエネルギーを消費する槌を用いる鍛冶場で、発熱量が 20MW を超えるもの、(c) 粗鋼を毎時 2 トン超処

理する能力を持つ保護ヒュージング膜塗布設備 
2.4 処理能力が１日 20 トンを超す鉄金属鋳造工場 
2.5 機械設備で、(a) 鉱石、濃縮物、もしくは冶金的・化学的・電解処理による二次原料から非鉄金属を生産す

るもの、(b) 鉛とカドミウムを１日４トン以上あるいはその他の金属を１日 20 トン以上を使って、還元生成

物を含む非鉄金属の精錬するもの 
2.6 電解または化学処理を行う金属およびプラスチック素材の表面処理設備で、処理槽の容量が１つにつき 30m3

を超えるもの 
3. 鉱物産業 3.1 回転窯でのセメント焼塊については１日当たり 500 トン、回転窯での石灰については１日当たり 50 トン、

その他の炉については１日当たり 50 トンを超える生産能力を持つ機械設備 
3.2 アスベスト生産およびアスベスト関連製品の製造設備 
3.3 ガラス繊維入りのガラス製造装置で、溶解能力が１日当たり 20 トンを超えるもの 
3.4 鉱物溶解用の設備で、溶解能力が１日当たり 20 トンを超えるもの 
3.5 特に屋根瓦、煉瓦、耐火煉瓦、タイル、石器、磁器などの陶製品の焼成による製造設備で、１日当たりの生

産能力が 75 トンを超え、また窯の処理能力が１つ当たり 4m3
、凝固密度が１つ当たり 300kg/m3

のものある

いはその両方 
4. 化学産業 当セクションに含まれる活動分類の意味に当てはまる生産とは、4.1～4.6 で挙げられた物質および物質群の化学

処理（精製）による産業規模での生産を指す。 
4.1 以下のような基本的有機化学物質の生産設備：(a) 単純炭化水素（鎖状・環状、飽和・不飽和、脂肪族・芳

香族）、(b) アルコール、アルデヒド、ケトン、カルボン酸、エステル、アセテート、エーテル、過酸化物、

エポキシ樹脂などの酸素を含む炭化水素、 (c) 硫黄を含む炭化水素、(d) アミン、アミド、三価の窒素を含

む化合物、ニトロ化合物、硝酸化合物、ニトリル、シアン化物、イソシアニンなどの窒素系炭化水素、(e) リ
ンを含む炭化水素、(f) ハロゲンを含む炭化水素、(g) 有機金属化合物、(h) 基本プラスチック原料（ポリマ

ー、合成繊維、セルロース繊維）、(i) 合成ゴム、(j) 染料および色素、(k) 界面活性剤・表面活性剤 
4.2 以下のような基本的無機化学物質の生産設備：(a) アンモニア、塩素または塩化水素、フッ素またはフッ化

水素、酸化炭素、硫黄酸化物、水素、二酸化硫黄、塩化カルボニルなどのガス、(b)クロム酸、フッ化水素、

リン酸、硝酸、塩酸、硫酸、発煙硫酸、亜硫酸などの酸、(c) 水酸化アンモニウム、水酸化カリウム、硫化ア

ンモニウムなどの塩基、(d) 塩化アンモニウム、塩素酸カリウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、過ホウ

酸、硝酸銀などの塩、(e) 非金属、金属酸化物、および炭化カルシウム・ケイ素・炭化ケイ素などの他の無

機化合物 
4.3 リン、窒素、およびカリウムを原料とする肥料（単一および合成肥料）生産のための化学設備 
4.4 植物の健康に関する基本的製品および殺虫剤の生産に関する化学設備 
4.5 基礎医薬品の生産において化学的または生物的工程を用いる設備 
4.6 爆薬の生産に関する化学設備 

5. 廃棄物管理 指令 75/442/EEC 第 11 条あるいは有害廃棄物に関する指令 91/689/EEC（1991 年 12 月 12 日付）第 3 条の権利

を侵害することなく、  
5.1 指令 91/689/EEC 第 1 条(4)、指令 75/442/EEC の Annex IIA および IIB（R1、R5、R6、R8、R9）および石

油の廃棄に関する指令 75/439/EEC（1975 年 6 月 16 日付）で定義された、有害廃棄物の廃棄および再生に

関する設備 
5.2 新規の廃棄物（都市ゴミ）焼却プラントによる大気汚染防止に関する指令 89/369/EEC（1989 年 6 月 8 日付）

および既存の廃棄物（都市ゴミ）焼却焼却プラントによる大気汚染削減に関する指令 89/429/EEC（1989 年

6 月 21 日付）に定義された廃棄物（都市ゴミ）の焼却設備で、処理能力が毎時３トンを超えるもの 
5.3 指令 75/442/EEC の Annex IIA の D8 および D9 で定義された有害でない廃棄物の廃棄設備で、処理能力が１

日当たり 50 トンを超えるもの 
5.4 不活性廃棄物を除いた容量が 25,000 トンを超え、１日当たりの受け入れ量が 10 トンを超える埋立地 

6. その他の活動 6.1 以下の産業生産プラント：(a) 材木およびその他の繊維質からのパルプ生産、(b) 紙およびダンボールの生産

量が１日当たり 20 トンを超えるもの 
6.2 繊維の下処理（洗浄、漂白、マーセル処理等）および染色のためのプラントで処理能力が１日当たり 10 トン

を超えるもの 
6.3 処理能力が１日当たり 12 トンを超える皮革加工プラント 
6.4 (a) 処理能力が１日当たり 50 トンを超える屠殺場、(b) 食品生産のための処理加工プラントで、動物性原料

（牛乳を除く）を用いるもので生産能力が製品を基準として１日当たり 75 トンを超えるもの／植物性原料を

用いるもので生産能力が製品を基準として１日当たり 300 トンを超えるもの、(c) 牛乳の処理加工において

は、受け入れる牛乳の量が１日当たり 200 トンを超えるもの 
6.5 １日の処理能力が 10 トンを超える動物の死体および廃棄物の廃棄および再利用設備 
6.6 家禽類および豚の集約的飼養設備で、飼養頭数が以下を超えるもの：(a) 家禽類４万羽、(b) 豚（体重 30kg

を超えるもの）2 千頭、(c) 雌豚 750 頭 
6.7 有機溶剤を用いた物質の表面加工、特に仕上げ・印刷・コーティング・脱脂・防水加工・にじみ止め（礬砂）

加工・塗装・洗浄・充填などを行う設備で、消費量が毎時 150kg 超あるいは年間 200 トンを超えるもの 
6.8 焼却および黒鉛化による炭素（hard-burnt coal）および導電性黒鉛の生産設備 

 出所： IPPC 指令（96/61/EC）より作成 
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BREF の作成は、欧州委員会環境総局ならびにＥＵ加盟国・加盟予定国、EFTA 加盟国、産

業界、環境 NGO で構成される情報交換フォーラム（Information Exchange Forum／IEF）
の合意を得たアウトラインとガイドラインに沿って行われる。IEF が BREF 作成のためのプ

ログラムを毎年決定し、特定のプログラムに対して一定期間、参加国や産業界の代表で構成

される技術作業部会（Technical Working Group／TWG）が EIPPCB 内に設立される。IEF
の各国支部が提出した BAT に関する報告書を基に TWG が文書を策定し、IEF での検討を経

て欧州委員会環境総局に提出される。表 6 に示したように、2006 年２月末までに 16 分野の

BREF が欧州委員会によって採択されているほか、15 分野で BREF 作成が進められている。

また、いったん採択された BREF の見直しも始まっている。 
 
表 6： BAT 参照文書（BREF）作成の進捗状況（2006 年２月末時点） 

BREF の作成進捗状況 技術作業部会（TWG） 
見直し

予定年

2001 年 12 月 パルプ・製紙 2006 
2001 年 12 月 鉄鋼生産 2005 
2001 年 12 月 冷却システム  
2001 年 12 月 塩基アルカリ製造   
2001 年 12 月 鉄金属加工 2007 
2001 年 12 月 非鉄金属加工 2007 
2001 年 12 月 ガラス製造 2006 
2003 年 2 月 皮革なめし加工 2007 
2003 年 7 月 繊維加工  
2003 年 7 月 監視システム  
2003 年 2 月 精製  
2003 年 2 月 大量有機化学物質  
2005 年 5 月 鍛冶・鋳造  
2003 年 7 月 集約家畜農場経営  
2003 年 2 月 化学産業における一般排水・排ガス処理および管理システム  

欧州委員会が正式

に採択済み 

2005 年 5 月 屠殺場および動物副産物  
2005 年 1 月 大量・危険物質の保管場所からの排出  
2005 年 5 月 IPPC における経済問題と横断的環境媒体の問題   
2005 年 5 月 大規模燃焼プラント  
2006 年 1 月 食品・飲料・牛乳の加工  
2004 年 7 月 鉱業活動における尾鉱・廃石の管理  
2005 年 9 月 金属表面処理  
2005 年 7 月 廃棄物焼却  
2005 年 8 月 廃棄物処理  

終ドラフトを作

成 、 環 境 総 局 と

IEF に提出済み 

2005 年 12 月 有機ファインケミカル  
D2 2004 年 4 月 大量無機化学物（アンモニア、酸、肥料）  
D2 2005 年 6 月 大量無機化学物（固形・その他）  
D2 2005 年 6 月 セラミックス  
D2 2005 年 9 月 溶剤を使用した表面処理  
D2 2005 年 6 月 スペシャリティ無機化学物質  

TWG がドラフト

版を協議中 

D2 2005 年 4 月 ポリマー  
MR  2005 年 9 月 セメント・石灰生産※  

作業を開始済み 
MR  2005 年 5 月 エネルギー効率  

（注） 表中「TWG がドラフトを協議中」の D2 とは第２ドラフトの段階を指す。 
 表中「作業を開始ずみ」の MR とは会合の内容を公開した Meeting Report を指す。 
 ※2001 年 12 月採択の BREF に対する見直しの作業 

出所： European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau（EIPPCB）ウェブサイト10 

                                                   
10  関連文書はドラフト段階のものも含め、EIPPCB のウェブサイト（http://eippcb.jrc.es/pages/BActivities.cfm）

からダウンロードすることができる。 
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（ⅱ）IPPC 指令アクションプランと指令の見直し 

 
IPPC 指令の移行猶予期間は 2007 年 10 月末で終了し、それ以降ＥＵ域内のすべての施設で

指令が適用されることになるが（一部例外あり11）、欧州委員会は、多くの加盟国で指令の実

施がはかどっていない現状12を懸念し、2005 年 11 月にアクションプランを発表した。アクシ

ョンプランの一環で発表された 2005年 12月時点の進捗状況を見ると、ベルギーでは約 1,300
施設のうち 85％がすでに操業許可を与えられているなど実施が相当進んでいる国もあるが、

ほとんどの国は３割未満しか完了していない。スロベニアではまだ１件も許可が発行されて

いないほか、ポーランドやスペインなど、施設数が多いのに許可手続きが１割前後しか済ん

でいない国もあり、期限内にすべての手続きが完了しない懸念がある。 
 
表 7： 加盟国における IPPC 指令の実施進捗の指標（2005 年 12 月時点） 

加盟国 
予測される既存

施設総数 

許可が再考され

たが更新されな

かっ た ※ 既存施

設の数 

許可が再考・更

新された既存施

設の数 

新たに許可が与

えられた既存施

設の数 
進捗状況 

左記状況の情報

提出時期 

スペイン 4,582   596 13% 2005年5月 
英国 4,335 45  1,113 27% 2005年5月 
ポーランド 1,953   138 7% 2005年7月中旬

ベルギー 1,294 63 23 1,014 85% 2005年6月 
ハンガリー 1,040   273 26% 2005年5月 
フィンランド 702  115 163 40% 2005年6月 
ポルトガル 628   90 14% ― 
スロバキア 500   107 21% ― 
ギリシャ 358 108 12 20 39% 2005年11月 
スロベニア 194    0% ― 
リトアニア 158  116  73% 2005年12月 
キプロス 108   15 14% 2005年6月 
エストニア 94   19 20% 2005年10月 
ラトビア 83  6 37 52% 2005年7月中旬

チェコ、ルクセンブルク、マルタ 2005年12月22日までに情報を受領しなかった。 
デンマーク、ドイツ、フランス、アイルランド 2006年１月末までに情報は提出されなかった。 
イタリア、スウェーデン、オランダ 2006年中に情報が提出される予定。 

オーストリア 第16条（3）による義務以外に情報を提出する意志がない旨を示し

ている。 
※加盟国当局が不要とみなした場合。 

出所： 欧州委員会ウェブサイト（http://europa.eu.int/comm/environment/ippc/ippc_indic_permits.htm） 

 

 
アクションプランでは加盟国が期限内に指令に準拠するのを支援し、進捗状況を監視するた

めに、以下のような具体的な施策が提案された。 
 
• 既存施設に発行された操業許可数に関する指標を設定（上記表 7） 
• 排出量がＥＵ全域の総量の 10％を超える施設を特定するために欧州汚染物質排出登録

                                                   
11  脚注 8 参照。 
12  また、欧州委員会は、ベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、オランダ、ルクセンブルク、

スペインの８ヵ国は、国内法の内容が指令に沿っていないとして欧州裁判所に提訴している。 
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（EPER、後述参照）を活用 
• IPPC 指令の実施状況の評価（特定 30 施設の評価調査など） 
• BREF 第１ラウンドの早期完了と見直しの開始 
• 指令の主要規定の解釈に対するガイダンスの策定（2006 年中に発表の予定） 
 
欧州委員会は一方で、産業排出に関する規制枠組みの評価の一環として、IPPC 指令の見直し

にも着手している。加盟国やその他のステークホルダーとの緊密な協議を行うために諮問グ

ループ（Advisory Group）を設置しており、2006 年中にパブリックコメントの聴取も実施す

る予定である。見直しの主な目的は以下の３点である。 
 
• 環境パフォーマンスを向上させるための、産業排出に関する既存法令の合理化の方法を模

索する。 
• 一部の法的・テクニカルな点を明瞭化し、７つのテーマ別戦略（前述「（１）第６次環境

行動計画」の項参照）を取り入れる。 
• IPPC 指令の実施とイノベーションを促進するために市場ベース・ツール（market-based 

instruments）を利用することを検討する。 
 
以上の中には、NOx と SO2 を温室効果ガスの排出権取引制度（EU-ETS）の対象とするかど

うかや、操業許可発行後の環境パフォーマンス向上に向けたインセンティブ13などの検討も含

まれてくる。これらの見直しの結果は 2007 年中に発表されるが、欧州委員会は状況によって

は新たに法案を提案する可能性もあると示唆している。 
 
（ⅲ）欧州汚染物質排出登録(EPER)および欧州汚染物質排出･移動登録(PRTR) 

 
IPPC 指令では、欧州委員会は、ＥＵ加盟国が提供する情報に基づいて、主な汚染の排出とそ

の汚染源に関するデータを３年ごとに公表しなければならないと規定された。この条項に基

づいて 2000 年７月に採択されたＥＵ決定（2000/479/EC）14により、欧州汚染物質排出登録

（European Pollutant Emission Register／EPER）が開始され、一般市民も産業施設が排出

する汚染物質についての情報を得ることができるようになった。この制度では、加盟各国は

３年に１度、各産業施設から大気および水中に排出される汚染物質について、欧州委員会に

報告することを義務付けられている。指令に特定された 56 区分の産業活動から排出される

50 種類の汚染物質について、排出量が指令の定める値を超えた場合、報告書に明記しなけれ

                                                   
13  施設は IPPC 指令の下いったん操業許可を取得すれば、許可条件を遵守するだけの 低限の努力しか行わ

ないことが懸念される。そのため環境パフォーマンスを向上させるためのインセンティブが必要との考え

方が出てきている。 
出所："Beyond regulatory compliance: Incentives to improve the environmental performance of IPPC installations "

（http://europa.eu.int/comm/environment/ippc/pdf/ippc_improve_performance.pdf） 
14  Commission Decision No 2000/479/EC of 17 July 2000 on the implementation of a European pollutant emission 

register (EPER) according to Article 15 of Council Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention 
and control (IPPC) (notified under document number C(2000) 2004)（2000 年７月 28 日付け Official Journal of 
European Communities L 242）（http://eper.cec.eu.int/eper/documents/comission_17072000.pdf） 
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ばならない。一般市民は EPER のウェブサイト15で情報を閲覧することができ、施設、産業

セクター、国ごとの排出状況を比較できる。第１回報告書は 2003 年６月が提出期限で、2001
年のＥＵ15 ヵ国と自主参加国（ノルウェーとハンガリー）の約 10 万施設の排出記録がウェ

ブに掲載されているが、2004 年２月からの１年間では 23 万回のヒットがあった。第２回報

告は 2006 年６月が提出期限となっており、2004 年のデータが掲載される。 
 
また、2006 年１月には、上記の EPER を、国連の汚染物質排出･移動登録に関するプロトコ

ル（Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers／PPRTR）16に沿ったものとする

欧州議会・理事会規則（No 166/2006）17が採択され、２月 24 日に発効した。これは 2009
年から現在の EPER を新たな「欧州汚染物質排出･移動登録（European Pollutant Release 
and Transfer Register／PRTR）」に置き換えるもので、対象が 65 区分の産業活動から排出

される 91 物質に増えるほか、各施設が廃棄物と廃水をどのように処理しているかという情報

と、道路交通や航空、船舶、農業などの拡散源についても情報を収集・公開する。また、EPER
では情報の報告義務は３年に１回であるが、PRTR への移行に伴って毎年の報告となる。 
 

                                                   
15  http://www.eper.cec.eu.int/eper/default.asp 
16  ＥＵは 2003 年５月 21日に同プロトコルに署名したが、当時すでに EPERの設計も確定していたことから、

EPER が PPRTR のモデルとなった。 
17  Regulation (EC) No 166/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006 concerning the 

establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register and amending Council Directives 91/689/EEC 
and 96/61/EC（Official Journal of the European Union, 4.2.2006） 
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② 環境影響アセスメント（EIA）指令・戦略的環境影響アセスメント（SEA）指令 

 
ＥＵにおける環境影響アセスメント制度は、ＥＵの「予防原則」に基づき、環境影響アセス

メント（Environmental Impact Assessment／EIA）指令（85/337/EEC）18およびその改正

指令（97/11/EC）19により定められている。これは、特定の公共および民間事業の事業認可

の前に、当該事業の環境への影響を特定して評価を行う環境影響アセスメントの手順を定め

たもので、建設工事や設備などの計画について広範囲に適用されるものである。また、事業

認可の手続きでは、一般市民および環境関連機関との協議など、あらゆる評価結果が考慮さ

れる。 
 
さらに、IPPC 指令による許認可の対象となる事業については、EIA のために収集された情

報が IPPC 認可を得るために重要なものとなる。改正 EIA 指令では、加盟国内で、IPPC 指

令の要求事項と EIA 指令の要求事項を合わせて単一の手順を設けることが認められている。 
 
EIA が事業を対象とする一方、政策、計画、プログラムに対する戦略的環境影響アセスメン

トについては、戦略的環境影響アセスメント（Strategic Environmental Assessment／SEA）

指令（2001/42/EC）20が定められている。同指令は 2001 年７月に発効し、各加盟国で 2004
年７月 21 日から実施されており、この日以降に開始された計画やプログラムについては環境

アセスメントが必要となる。SEA 指令は EIA と同様に、環境への重大な影響を特定し評価し

たうえで、意思決定過程に一般市民の意見を組み入れる仕組みを定めている。対象となるの

は、公共の都市・農村計画や土地利用、交通、エネルギー、廃棄物、水、産業（鉱物抽出を

含む）、電気通信、観光事業などの戦略的な計画やプログラム、および特定の輸送インフラ計

画やプログラムなどである。欧州委員会では SEA 指令の実施に関するガイダンスを発行して

いる21。 
 
その後、欧州委員会は、この２つの指令間の重複分野について明らかにするため、外部コン

サルタントによる調査を行った。2005 年８月に発表された同調査報告書では、特に、大規模

ないし複合プロジェクトにおいて、EIA および SEA の手続きが重複する可能性が高いことが

指摘された。また、同報告書では、加盟国がプロジェクトの内容によってどのアセスメント

が必要かを判断する手順とともに、EIA と SEA の両方を適用する必要がある場合には、２つ

の手続きを合同でまたは同時並行で行うことを検討することが提案された。さらに、長期的

な解決法としては、EIA 指令と SEA 指令を１つに統合することも提案された。 
 

                                                   
18  Council Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private 

projects on the environment（1985 年７月５日付け Official Journal L 175） 
19  Council Directive 97/11/EC of 3 March 1997 amending Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of 

certain public and private projects on the environment（1997 年３月 14 日付け Official Journal L 073）  
20  Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment of the 

effects of certain plans and programmes on the environment（2001 年７月 21 日付け Official Journal L 197）  
21  http://europa.eu.int/comm/environment/eia/sea-support.htm 
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表 8 に、EIA 指令の適用対象となる事業分野を示す。 
 
 
表 8： EIA 指令の適用対象事業 

【必ず評価の対象となる分野（付則Ⅰ）】 
1.  原油精製施設（原油から潤滑油のみを生産する事業を除く）ならびに1日当たり500トン以上の石炭または瀝青頁岩のガス化および

液化をするための施設 
2.  30万kw以上の熱出力を持つ火力発電所とその他の燃焼施設、および原子力発電所とその他の原子炉、ならびにこれらの発電所・発

電炉の解体・廃炉（ 大出力が1kwの連続熱負荷を超えない、核分裂物質および核燃料親物質の生産および核変換のための研究施

設を除く） 
3. (a) 放射性核燃料の再処理施設、(b) 核燃料の生産、もしくは濃縮のために設計された施設、放射性核燃料または放射性の高い廃

棄物の処理のために設計された施設、放射性核燃料の 終処分のために設計された施設、放射性廃棄物の 終処分のために専用に

設計された施設、放射性核燃料または放射性廃棄物を生産現場とは異なる場所に貯蔵（10年以上の計画）するために専用に設計さ

れた施設 
4.  鋳鉄と鋼鉄の初期精錬のための複合施設、原鉱石、精鋼、二次原料から冶金工程、化学工程、電気分解によって、非鉄粗金属を生

産するための施設 
5.  アスベストの抽出のため、およびアスベストとアスベストを含む製品の加工と変形のための施設。年間２万トンを超えるアスベス

ト･セメント製品の施設、年間50トンを超える完成品を産出する摩擦材料の施設、および年間200トンを超えるアスベストを使用す

るその他の施設 
6.  化学コンビナート：すなわち、化学製品を産業的規模で生産するために、以下の設備が複数個隣接し、互いに機能的に連動してい

るような施設群： (i) 基礎的有機化合物の生産設備、(ii) 基礎的無機化合物の生産設備、(iii) リン、窒素、カリウム化合肥料（単

一肥料あるいは合成肥料）の生産施設、(iv) 植物用薬品および殺虫剤の生産施設、(v) 化学工程、生物学的工程を用いた基礎的薬

品の生産施設、(vi) 爆発物の生産施設 
7. (a) 長距離鉄道交通路線の建設、ならびに2,100m以上の長さの基本滑走路を持つ空港の建設、(b) 自動車専用道路、高速道路の建

設、(c) 連続して10km以上にわたり４車線以上の道路を新規に建設する場合、あるいは２車線以下の既存の道路を４車線以上にす

るために再編・拡張する場合 
8. (a) 1,350トンを超える船舶の航行を可能とする国内水路交通、(b) 1,350トンを超える船舶の航行を可能とする、貿易港、内陸に連

結している荷積み・荷卸しのための埠頭および沖合港（フェリー埠頭を除く） 
9. 危険廃棄物（指令91/689/EECが適用される廃棄物）を（指令75/442/EECの付則A見出し９に定義される）焼却、化学処理または

陸上埋め立て処分するための廃棄物処理施設 
10. 非危険廃棄物を、１日100トンを超える処理能力を持って、（指令75/442/EECの付則A見出し９に定義される）焼却、化学処理す

る廃棄物処理施設 
11. 年間１千万m3

相当以上の地下水の汲み上げもしくは充填 
12. (a)水不足の恐れがある時、これを防止するために、年間１億m3

を超える水量の水資源を河川流域間で移動させる工事、(b) 汲み上

げる側の河川流域の流量が複数年間平均で年間20億㎥を超え、かつ移動する水量がこの水量の５％を超える時は、水不足防止目的

に限らず、河川流域間の水資源移動工事すべて。(a)(b)どちらの場合においても水道管で伝送する飲料水の移動の場合は除く 
13. 人口15万人相当（指令91/271/EEC第２条ポイント６の定義による）を超える処理能力を持つ廃水処理施設 
14. 商業目的での、日産500トンを超える石油採掘、および日産50万㎥を超える天然ガス抽出 
15. 新たにもしくは追加的に1,000万㎥を超える水量の水を溜めまたは永久的に蓄えるためのダムなどの施設 
16. 直径が800mmを超え、かつ長さが40kmを超えるガス、石油、化学品のパイプライン 
17. 以下の条件に合致する、家禽類あるいは豚の集約的飼育のための施設

(†)
：(a) 鶏肉用養鶏の場合８万５千羽超、鶏卵用養鶏の場合

６万羽超、(b) 体重30kgを超える養豚の場合３千頭超、(c) 雌豚の場合900頭超 
18. (a) 木材その他類似の繊維素材からのパルプ生産のための施設、(b) 日産200トンを超える生産能力を持つ紙、ボードの生産のため

の施設 
19. 地上敷地面積が25ヘクタールを超える採石・露天掘り、または地上敷地面積が150ヘクタールを超える泥炭採掘 
20. 電圧が220KV以上、長さが15km超の高架電線の建設 
21. ２万トン以上の容量を持つ石油、石油化学製品、化学製品の貯蔵施設 
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【加盟国の裁量で評価対象とするかどうか決まるもの（付則Ⅱ）】 
1. 農林水産業 (a) 田園地帯の農耕地の構造改善に関する事業、(b) 集約的農業を目的とする非農耕地および準自然地域の

利用に関する事業、(c) 農業のための水管理事業（灌漑および排水事業を含む）、(d) 植林および別の種類

の土地利用への転換を目的とする森林伐採、(e) 集約的家畜飼育（付則Ⅰに含まれない事業）、(f) 集約的

養殖漁業、(g) 海の干拓、埋立 
2. 採掘産業 (a) 採石、露天掘り、泥炭の採掘（付則Ⅰに含まれない事業）、(b) 地下採掘、(c) 海底・河川底の浚渫に

よる鉱物の採掘、(d) 深掘削、特に以下のもの（ただし、土壌の安定性調査のための掘削を除く）：地熱用

の掘削、放射性廃棄物の貯蔵のための掘削、水供給のための掘削、(e) 石炭、石油、天然ガス、鉱石および

瀝青頁岩の採掘のための地上の産業施設 
3. エネルギー産業 
  

(a) 電気、蒸気および熱水の生産のための生産施設（付則Ⅰに含まれない事業）、(b) ガス、蒸気および熱

水を運搬するための産業施設、高架電線による電気エネルギーの伝送（付則Iに含まれない事業）、(c) 天
然ガスの地上貯蔵、(d) 可燃性ガスの地下貯蔵、(e) 化石燃料の地上貯蔵、(f) 石炭および褐炭の産業用練

炭の製造、(g) 放射性廃棄物の処理および貯蔵のための施設（付則Ⅰに含まれない場合）、(h) 水力発電の

ための施設、(i) エネルギー生産のために風力発電を利用する施設（風力発電地帯） 
4. 金属の生産・処理 

（鋳造を含む） 
(a) 銑鉄、鋼鉄の生産のための施設（一次溶解、二次溶解）（連続）、(b) 鉄金属処理のための施設： (i)
熱間圧延機、(ii)ハンマー付金属細工機、(iii)第一鉄金属の溶解保護膜の施工、(c) 鉄金属の鋳造工場、(d) 非
鉄金属（ただし、貴金属を除く。再生製品は含む）の合金化を含む精錬のための施設（精製、鋳造など）、

(e) 金属およびプラスチック素材の電気分解や化学工程を用いた地上処理施設、(f) 自動車の製造および組

立、ならびに自動車エンジンの製造、(g) 造船所、(h) 航空機の製造および修理のための施設、(i) 鉄道施設

の製造、(j) 爆発物によるスエージ加工、(k) 金属鉱石の煤焼および焼結のための施設および製紙産 
5. 鉱業 (a) コークス炉（石炭乾留）、(b) セメント製造のための施設、(c) アスベスト製造およびアスベスト製品

の製造のための施設（付則Ⅰに含まれない事業）、(d) ガラス繊維を含むガラス製造のための施設、(e) 鉱
物繊維の製造を含む鉱物資源の精錬のための施設、(f) 焼成によるセラミック製品の製造、特に屋根瓦、煉

瓦、耐火煉瓦、タイル、陶磁器 
6. 化学産業（付則Ⅰに含

まれない事業） 
(a) 中間生産物の処理および化学物質の製造、(b) 殺虫剤および薬剤製品、塗料、ニス、エラストマーなら

びに過酸化物の製造、(c) 石油、石油化学および化学製品のための貯蔵施設 

7. 食品産業 (a) 植物性および動物性油脂の製造、(b) 動物および植物製品の包装および缶詰、(c) 乳製品の製造、(d) 醸
造、(e) 菓子およびシロップの製造、(f) 屠殺処理施設、(g) 産業用でんぷん製造施設、(h) 魚肉および魚油

工場、(i) 砂糖工場 
8. 繊維、皮革、木材およ

び製紙産業 
(a) 製紙、製材のための産業用工場（付則Ⅰに含まれない事業）、(b) 繊維、布帛の前処理（洗浄、漂白、

艶加工などの作業）あるいは染色のための施設、(c) 皮革の染色工場、(d) セルロース加工処理および製造

施設 
9. ゴム産業 エラストマー製品の製造および処理 

10. 社会的基盤事業 (a) 産業用地の開発事業、(b) 都市の開発事業（ショッピングセンターおよび駐車場の建設を含む）、(c) 鉄
道の敷設および陸・海・空交通機関乗り継ぎのための施設やターミナルの建設（付則Ⅰに含まれない事業）、

(d) 飛行場の建設（付則Ⅰに含まれない事業）、(e) 道路、漁港を含む港湾施設の建設（付則Ⅰに含まれな

い事業）、(f) 付則Ⅰに含まれない内陸水路の建設、運河開設および洪水軽減のための工事、(g) ダムおよ

び長期間にわたり貯水することを設計されたその他の施設（付則Ⅰに含まれない事業）、(h) 主として乗客

輸送のために用いられる、市外電車、高架鉄道および地下鉄、ならびに懸垂式軌道および類似の種類の鉄

道、(i) 石油およびガスのパイプライン施設（付則Ⅰに含まれない事業）、(j) 長距離水道施設、(k) 腐食、

侵食に対する沿岸工事、例えば堤防、防波堤、突堤などの護岸物建設による海岸改良工事（これらの工事

の保守・改築は含まない）、(l) 付則Ⅰに含まれない地下水の抽出および人工的再充填計画、(m) 付則Ⅰに

含まれない河川流域における水資源の移動工事 
11. その他の事業 (a) エンジン駆動車の恒久的なレース場およびテストコース、(b) 廃棄物処理施設（付則Ⅰに含まれない事

業）、(c) 廃水処理施設（付則Ⅰに含まれない事業）、(d) 汚泥堆積場、(e) 廃車部品を含む屑鉄置き場、

(f) エンジン、タービンおよび原子炉の試験場、(g) 人工鉱物繊維の製造のための施設、(h) 爆発性物質の

再生、破壊のための施設、(i) 解体作業のための敷地 
12. 観光およびレジャー

産業 
(a) スキーコース、スキーリフト、ケーブルカーおよび関連開発、(b) マリーナ、(c) 都心外の休暇村、ホ

テル複合施設および関連開発、(d) 恒久的キャンプ場およびオートキャンプ場、(e) テーマパーク 

13. その他 すでに認可を受け、施工済みもしくは施工中の付則Ⅰ・Ⅱ記載事業に、何らかの変更もしくは拡張を加え、

それが環境に重大な悪影響を及ぼす可能性がある場合。主として新しい方法や製品を開発・試験するため

に着工され、かつ２年を超えて使用されることのない付則Ⅰ事業 

出所： EIA 指令（85/337/EEC および 97/11/EC） 
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③ セベソⅡ指令 

 
いわゆる「セベソ指令」は、1976 年にイタリアのセベソにある殺虫剤・除草剤製造化学工場

で発生したダイオキシン汚染事故22を機に、1982 年に制定された。その後、1984 年にインド

のカーバイド工場で発生し、2,500 人が死亡したイソシアン酸メチル漏出事故や、1986 年に

スイス（バーゼル）で起きた火災により、化学物質に汚染されていた消火水でライン川が大

規模に汚染された事故を受け、同指令は 1987 年23と 1988 年24の２度にわたり改正された。

これらの改正は、危険物質の保管に関する規約など指令の範囲を拡大することを目的とした。 
 
その後、1996 年 12 月に前述の IPP 指令採択を受けて、「重大事故の危険性の管理に関する

ＥＵ指令 96/82/EC」25（いわゆる「セベソⅡ指令」）が再制定された。セベソⅡ指令は、危険

物質による大規模災害の予防とともに、災害発生時の人間および環境への危害を 小限に食

い止めることを目的としている。このため、同指令では、化学物質の製造および保管につい

て管理実施内容を規定し、安全管理システムの確立や工場施設の建設や変更の規制、監査シ

ステムなどが定められた。また、1999 年２月３日からは、指令の実行と施行に責任を持つ加

盟各国の関連公的機関だけでなく、企業の義務も規定している。 
 
さらに 2003 年 12 月にはＥＵ指令 2003/105/EC26による改正が採択され、セベソⅡ指令の適

用範囲が鉱業施設における保管と処理作業、花火および爆発物原料、さらに硝酸アンモニウ

ムおよび硝酸アンモニウムを主材料とする肥料の保管から生じるリスクまで拡大された。こ

れは、2000 年１月にルーマニア（バヤマレ）で起こった金精錬工場から猛毒のシアン化合物

を含む排水が大量に流出し、ドナウ川が広範囲にわたって汚染された事故や、2000 年５月に

オランダ（エンスヘーデ）で発生した花火保管倉庫の爆発事故、2001 年９月のフランス（ト

ゥールーズ）の肥料工場爆発事故などを受けたものである。 
 
 

                                                   
22  この工場からは、トリクロロフェノールを製造するのにダイオキシンを含有した蒸気が排出されていた。

直接的な死者は出なかったものの、致死量はミリグラム単位である発癌性物質がキログラム単位で放出さ

れ、周辺 10 マイル四方の土地や植物が汚染される結果となった。地域住民 600 人が避難のため立ち退き

となり、約 2,000 人がダイオキシン中毒で治療を受けた。 
23  Council Directive 87/216/EEC of 19 March 1987 amending Directive 82/501/EEC on the major-accident hazards of 

certain industrial activities (1987 年３月 28 日付け Official Journal of European Communites L 85) 
24  Council Directive 88/610/EEC of 24 November 1988 amending Directive 82/501/EEC on the major-accident 

hazards of certain industrial activities (1988 年 12 月７日付け Official Journal of European Communites L 336) 
25  Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards (1997 年１月 14 日付け Official Journal of European 

Communites L 10) 
26 Directive 2003/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2003 amending Council 

Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances (2003年 12月 31日付
Official Journal L 345) 



 

 24 

④ EMAS 規則 

 
EMAS 規則（Eco-Management and Audit Scheme Regulation／環境管理・監査スキーム規

則）27は 1993 年に欧州理事会で採択された。1995 年４月に製造業の企業から登録・取得が

始まったが、1998 年に改定案が提出され、2001 年４月に発効した新 EMAS 規則（（EC）No 
761/2001）28では、対象が産業分野だけではなく地方公共団体を含むすべての組織に拡大さ

れ、企業や地方公共団体が株主や一般社会に提供する環境実績についての情報の透明性向上

が図られている。EMAS は、法規制に基づいて規制当局が管理するという従来の対策だけで

は環境保護に限界があり、費用対効果の観点からも適切ではないという課題に取り組んだこ

とから生まれたもので、各企業や組織が自発的に環境ポリシーを推進することを狙いとして

いる。 
 
企業や組織の EMAS 制度への参加は任意であるが、EMAS に登録するためには、環境プログ

ラムと環境管理システムを確立しなければならない。その場合に達成すべきことは環境法規

の遵守、汚染防止対策、環境実績の継続的向上となっている。また重要な点として、定期的

に環境報告書（声明書）を公表することが義務付けられており、報告書の公表前に、加盟国

内で組織されている環境監査機関からの検証を受ける必要がある。このほか、監査は 低で

も３年に１回行う必要があり、積極的な企業は毎年行っている。また、環境報告書は 低で

も１年に１回公表しなければならない。環境報告書の公表時期が遅れて３年を超えた場合、

環境法規制を遵守していないことが明確になった場合などは、登録が取り消される場合もあ

る。環境報告書で公表すべき基本的な内容は以下の通りである。 
 
• 施設の活動についての詳細 
• 環境対策と施設の環境プログラム・環境管理システム 
• 環境問題に関する査定 
• 排気、排出、廃棄物、原材料の消費、エネルギーと水資源の利用、騒音の各事項に関する

説明 
• 次回の環境報告書の公表時期 
• 依頼している環境監査機関の名称 
 
 

                                                   
27  Council Regulation (EEC) No 1836/93 of 29 June 1993 allowing voluntary participation by companies in the 

industrial sector in a Community eco-management and audit scheme (1993 年７月 10 日付 Official Journal L 168) 
28  Regulation (EC) No 761/2001 of the European parliament and of the council of 19 March 2001 allowing voluntary 

participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)（2001 年４月 24 日付

Official Journal L 114） 
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図 10： EMAS 登録の段階 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

出所： 欧州委員会環境総局の情報より作成 

 
 

新 EMAS 規則では、認定ロゴが導入され、同制度に参加し環境声明書

の検証を受けた事業者は、左のような EMAS のロゴを使用することが

認められている。これは、検証済みの環境声明書や企業のレターヘッド、

当該企業が EMAS に参加している旨を広告する情報、企業の製品・サ

ービス・活動などに対する広告に掲載することができる。ただし、製品

や製品パッケージに直接ロゴを使用したり、他社製品との比較を行うた

めに使用するすることはできない。 
 
また、ISO（International Standards Organisation／国際標準化機構）は、環境分野におけ

る一連の標準規格およびガイドラインを規定しており、これらの規格は総称して ISO14000
シリーズとして知られている。1996 年には、環境管理規格である ISO14001 が発表された。

もともと ISO14001とEMAS規制は重複するものではなく、異なった目的を持つものである。

EMAS 規則は環境実績の向上、法律の遵守のほか、環境実績報告においては ISO14001 を超

えるものを目指しており、要件も ISO14001 よりも厳しい内容となっている。欧州委員会は、

1997 年４月に、両者の手続きの重複を避けるため ISO14001 を EMAS 参加への足がかりと

して認めるなど ISO14001 を考慮した決定を行っていたが、新 EMAS 規則では、ISO14001
をEMAS制度への登録要件である環境管理システムとして統合することを正式に認めている。

ISO14001 の認定を受けた企業・組織が EMAS に参加するには、環境レビューの実施や環境

声明書の提出、環境声明書や環境パフォーマンスの検証を受けるなどの手続きがさらに必要

となる。なお、1996 年に発表された ISO14001 は 2004 年に改正され、ISO14001：2004 が

発表された。これを受け、欧州委員会は 2006 年２月に規則（EC）No 2003/105/EC29を採択

                                                   
29  Commission Regulation (EC) No 196/2006 of 3 February 2006 amending Annex I to Regulation (EC) 

No 761/2001 of the European Parliament and of the Council to take account of the European 
Standard EN ISO 14001:2004, and repealing Decision 97/265/EC（2006 年２月４日付 Official 
Journal L 032） 
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し、新 EMAS 規則の環境管理システムの要件を定めた付則を改正している。 
 
2006年２月 16日時点のデータによれば、EMASを実施しているＥＵ内の事業所は合計 4,662
ヵ所（ノルウェーの 18 ヵ所を含む）である（表９参照）。国別でみるとトップはドイツで 1,967
ヵ所と全体の 42％を占め、次にスペイン（669 ヵ所）とイタリア（485 ヵ所）が続いている。

国民 100 万人当たりの登録事業所数では、デンマーク（53.57 ヵ所）が 高で、これにオー

ストリア（42.92 ヵ所）、ドイツ（23.89 ヵ所）が続いており、国内規制が厳しく環境対策に

積極的な国に登録施設が集中する傾向がある。1995 年からの推移を見ると、2001 年（3,912
ヵ所）をピークに 2003 年まで減少が続き、その後、2004 年 10 月以降はまた増加に転じて

いる。2004 年 10 月から 2006 年２月の間に登録施設数は 612 ヵ所増加したが、これは主に

英国（272 ヵ所増）、イタリア（183 ヵ所増）、スペイン（136 ヵ所増）、ベルギー（69 ヵ所増）

などいくつかの国での増加によるものである。一方、 も多いドイツではここ数年、減少が

続いており、この間さらに 113 ヵ所減少した。新規加盟国に関しては、 も多いチェコで 20
ヵ所（2006 年２月時点）にとどまり、その他の国ではほとんど登録が進んでおらず、ISO14001
の取得件数で大きな増加が見られるのとは対照的である。 
 
新規加盟国で EMAS 登録数が伸び悩む理由としては、ISO14001 に比べて EMAS のメリッ

トが希薄であることが一因と考えられる。新規加盟国では、EMAS 登録奨励につながる措置

として、環境管理システム導入のメリットに関するセミナーの開催やプロモーションのため

のキャンペーン実施などのほか、EMAS の無料登録制度や登録支援金制度の設置などが行わ

れている国もある。しかし、企業は目に見える利益を求めており、企業にとってより競争上

の優位性をもたらすような奨励策が必要とされている。2005 年８月に発表された欧州委員会

による制度の見直し調査の結果からは、EMAS 制度による企業の競争力への影響はそれほど

大きくないほか、環境に与えるインパクトについても登録企業と非登録企業の間の差はほと

んどないことなどが明らかにされた。また、一方で 2005 年 10 月に発表された英国の調査会

社による調査結果では、環境パフォーマンスが高い企業では環境管理制度を取り入れている

ことが分かっている。これらから、企業の環境管理制度に対する意識は高まっており、その

結果パフォーマンスの向上が窺えるが、加盟国で EMAS 登録企業数を伸ばすためには企業が

EMAS を選ぶメリットを前面に打ち出す必要がある。 
 
2006 年２月に行われたトリノ冬季オリンピック大会は、2004 年９月に EMAS 登録を行って

おり、トレーニング施設やオリンピック村などを含む 29 ヵ所が事業所登録された。これは、

トリノ地域での環境管理制度への取り組みに大きな影響を与えることになり、開催地となっ

た８市町村がそれぞれ EMAS 登録を行っている。 
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表 9： 欧州における EMAS および ISO14001 の取得件数 
EMAS(2006 年 2 月 16 日時点) 

 
登録事業所数 国民 100 万人当たりの 

登録事業所数 

ISO14001 取得件数 
(2004 年 12 月 31 日時点) 

ドイツ 1,967 23.89 4,320 
スペイン 669 16.27 6,473 
イタリア 485 8.37 4,785 
オーストリア 349 42.92 549 
英国 338 5.75 6,253 
デンマーク 289 53.57 711 
ベルギー 229 22.26 642 
スウェーデン 115 12.93 3,478 
フィンランド 48 9.25 882 
ポルトガル 48 4.79 404 
ギリシャ 27 2.55 173 
オランダ 26 1.62 1,150 
チェコ 20 1.96 1,288 
ノルウェー 18 3.99 441 
フランス 17 0.29 2,955 
アイルランド 8 2.08 294 
スロバキア 2 0.37 184 
ハンガリー 2 0.20 882 
ルクセンブルグ 1 2.27 39 
スロベニア 1 0.50 338 
マルタ 1 2.59 4 
ポーランド 1 0.03 709 
エストニア 1 0.74 86 
リトアニア 0 0.00 155 
ラトビア 0 0.00 78 
キプロス 0 0.00 56 
計※ 2006 年 2 月 4,662 － 37,329 
 2004 年 10 月 4,050  

 2003 年 2 月 3,780 
 2002 年 3,797 
 2001 年 3,912 
 2000 年 3,417 
 1999 年 2,775 
 1998 年 2,140 
 1997 年 1,269 
 1996 年 471 
 1995 年 63 

※ 2004 年 10 月以前のＥＭＡＳデータは新規加盟国 10 カ国

の数を含まない（15 カ国＋ノルウェーのみ）。 
 
 
 
 

出所： 欧州委員会環境総局（EMAS）および
 “ISO Survey2004”, ISO

 
 
EIA 指令、EMAS 規則、IPPC 指令およびセベソ II 指令には、意図および目的、適用対象分

野、適用の決定、環境情報あるいは文書提供の要求、参加、決定、監視および管理手段、情

報提供の要求等多くの重複する部分がある。異なった手順を調整するあるいは統一しようと

する際には、これらすべての要素を考慮することが重要となっている。表 10 は、これら４規

制の内容をまとめたものである。 
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表 10： ＥＵにおける４大規制の内容 

 EIA 指令 IPPC 指令 セベソ II 指令 EMAS 規則 

目
的 

第 1 章 

第 3 章 
環境に重大な影響を及ぼす恐

れのある私的事業の環境への

影響を評価すること 

第 1 章：目的と範囲 
産業設備からの排出による空

気、水質、土壌の汚染を防止あ

るいは 小化すること 

第 1 章：目的 
危険物質による大規模災害の

発生の予防、ならびに職場安全

衛生の観点および当該施設外

の環境保護の両面から災害発

生時の影響を限定すること 

第 1 章：環境管理・監査お

よびその目的 
産業活動による環境への影響

を制限するための欧州共同体

エコマネジメントおよび監査

スキーム(EMAS)を設立するこ

とによって、産業界の環境実績

の改善を促進すること 

適
用
対
象
分
野 

第 2 章 
環境に影響を及ぼすおそれの

ある事業は基本的にすべて 

第 4 章 
(第 1、2 章：適用の対象となら

ない分野、および付則 I、II も参

照) 

第 1 章：目的と範囲 
特に汚染度の高い産業活動(エ
ネルギー産業化学産業、廃棄物

管理)および、金属製造・加工業、

鉱業、一部の農業活動 
第 2 章：定義 
(付則 II も参照) 

第 2 章：範囲 
危険物の存在する施設一般 
(第 4 章：適用の対象とならない

分野、も参照) 
 
 

第 1 章：環境管理・監査お

よびその目的 
希望する組織（企業、公的機関

などが自主的に参加 

第 2 章：定義 
(第 14 章：適用の対象とならな

い分野も参照) 

*

適
用
の
決
定 

第 2 章 
第 4 章 
(付則 III も参照) 

第 2 章：定義 
第 12 章：運用者による施設

に対する変更 
第 13 章：管轄機関による許

認可条件の再考および更新

第 6 章：通告 
第 10 章：装置、施設あるい

は保管所の変更 
第 12 章：土地利用計画 

－ 

環
境
に
関
す
る
情
報
・
文
書(
主
な
も
の) 

第 5 章 
① 用地、設計図、規模に関す

る情報を含む当該事業の内

容 
② 公害を防止、削減あるいは

軽減する規制案 
③ 事業が環境に及ぼす可能性

のある主要な影響を評価す

るために必要なデータ 
④ 開発事業者が調査した主要

な代替案の概要と環境への

影響を考慮した上での採択

理由 
⑤ 上記に述べられている情報

の非技術的な要約 

(付則 IV も参照) 

第 6 章：許認可の申請 
① 施設、活動の詳細 
② 当該設備で使用もしくは生

産する原材料・補助材料、

その他の物質およびエネル

ギー 
③ 施設からの廃出源 
④ 施設用地の状態 
⑤ 施設からの排出物の性質、

量、ならびに環境に及ぼす

影響の特定 
⑥ 施設からの排出を防止また

は削減するための技術、手

段 
⑦ 施設の廃棄物の削減、再利

用に関する規定 
⑧ 第 3 章に記述されている、

運用者の基本的な義務の一

般方針を遵守する手段 
⑨ 環境への排出状況を監視す

る手段 
 

第 6 章：通告 
① 事業者の名称もしくは商業

名称および当該施設の住所 
② 事業者の正式登録住所 
③ 施設責任者の名称もしくは

役職(①と異なる場合) 
④ 危険物質および関連物質の

類別に十分な情報 
⑤ 危険物質もしくは関連する

物質の量および物理的形状 
⑥ 装置あるいは貯蔵施設の活

動 
⑦ 当該施設の環境状況(重大事

故を引き起こす恐れのある

もしくは現状問題となって

いる要素) 

第 7 章：重大事故予防方針

第 9 章：安全報告書 
第 11 章：緊急時の計画 
(第 9 章、付則 II および IV も参

照) 

第 3 章：同スキームへの参

加 
第 5 章：環境報告書 
① 施設で行う活動の詳細 
② 関係している活動が関与す

るあらゆる重大な環境問題

の査定 
③ 汚染物質の排出量、廃棄物

産出量、原材料・エネルギ

ー・水の使用量、騒音量、

およびその他の重要な環境

要素に関する定量データの

概要 
④ 環境業績に関するその他の

要素 
⑤ 当該企業が実施する環境対

策、プログラム、管理シス

テム 
⑥ 提出期限(または次回報告書

の提出日) 
⑦ 環境監査機関の名称 
 

公
的
機
関
の
参
加 

第 6 章 第 15 章：情報の公表および

許認可手順における公衆の

参加 

第 8 章：ドミノ効果 
第 11 章：緊急事態対策 
第 12 章：土地利用計画 

第 13 章：安全対策情報 

第 18 章：管轄団体 

隣
接
の
参
加 

第 7 章 第 17 章：越境効果 第 13 章：安全対策情報 

－ 

決
定 

第 8 章 
第 9 章 

第 8 章：決定 
第 9 章：許認可条件 

第 13 章：管轄機関による許

認可条件の再考および更新

第 9 章：安全報告 
第 17 章：使用の禁止 

第 8 章：用地登録 
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監
視 － 

第 6 章：許認可申請 

第 9 章：許認可条件 
第 14 章：許認可条件の遵守

第 5 章：運用者の一般的義

務 
第 7 章：重大事故防止対策

第 17 章：使用の禁止 

第 18 章：視察 
(付則 II.c.vi も参照) 

第 3 章：同スキームへの参

加 
第 4 章：監査および認証 
第 8 章：場所の登録 
(付則 I.b.4 も参照) 

そ
の
他
の
情
報 

第 4 章 

第 6 章 
第 9 章 

第 11 章：情報交換 

第 15 章 

第 16 章：情報交換 

第 15 章：加盟国が欧州委員

会に提供すべき情報 
第 19 章：情報体系および交

換 

第 5 章：環境声明書 

第 9 章：登録場所リストの

公表 
第 10 章：参加の声明 

第 15 章：情報 

* “適用の決定”は、3 つの指令における付則 I が当てはまらない場合に適用される。 

出所： “Interrelationship between IPPC, EIA, SEVESO Directives and EMAS Regulation”, European Union 
Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL Network) 
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（４）環境に関わるＥＵの最新動向 
 
① 温室効果ガスの排出権取引制度（EU-ETS） 

 
京都議定書のもと、ＥＵでは二酸化炭素（CO2）の排出を 2008～2012 年の間に 1990 年の水

準から８％削減することが求められている。この目標は旧加盟 15 ヵ国で分担して共同達成す

ること（いわゆる「ＥＵバブル」）が認められており30、表 11 のように 15 ヵ国の削減率が定

められている。新規加盟 10 ヵ国のうち、キプロスとマルタを除く８ヵ国については京都議定

書のもと個別に目標が立てられているが、キプロスとマルタは国連気候変動枠組条約

（UNFCCC）の非付属書Ｉ国であり、京都議定書の目標は設定されていない。この京都議定

書の目標達成のための１つの手段として、ＥＵ全域を対象とした世界初の温室効果ガスの多

国間排出権取引制度「EU Emission Trading System／EU-ETS」が 2005 年１月１日から稼

動している。 
 
表 11： 加盟国の CO2 排出割当枠と対象施設数等 

加盟国 
CO2 割当 
(100 万㌧) 

ＥＵ割当全体に

占める割合 
対象 

施設数 
1 施設平均 

割当（㌧）※ 
京都議定書の削

減目標 
オーストリア 99.0 1.5 % 205 482,927 -13% *
ベルギー 188.8 2.9 % 363 520,110 -7.5% *
チェコ 292.8 4.4 % 435 673,103 -8%
キプロス 16.98 0.3 % 13 1,306,154 -
デンマーク 100.5 1.5 % 378 265,873 -21% *
エストニア 56.85 0.9 % 43 1,322,093 -8%
フィンランド 136.5 2.1 % 535 255,140 0% *
フランス 469.5 7.1 % 1,172 400,597 0% *
ドイツ 1,497.0 22.8 % 1,849 809,627 -21% *
ギリシャ 223.2 3.4 % 141 1,582,979 +25%
ハンガリー 93.8 1.4 % 261 359,387 -6%
アイルランド 67.0 1.0 % 143 468,531 +13% *
イタリア 697.5 10.6 % 1,240 562,500 -6.5%
ラトビア 13.7 0.2 % 95 144,211 -8%
リトアニア 36.8 0.6 % 93 395,699 -8%
ルクセンブルク 10.07 0.2 % 19 530,000 -28% *
マルタ 8.83 0.1 % 2 4,415,000 -
オランダ 285.9 4.3 % 333 858,559 -6% *
ポーランド 717.3 10.9 % 1,166 615,180 -6%
ポルトガル 114.5 1.7 % 239 479,079 +27% *
スロバキア 91.5 1.4 % 209 437,799 -8%
スロベニア 26.3 0.4 % 98 268,367 -8%
スペイン 523.3 8.0 % 819 638,950 +15%
スウェーデン 68.7 1.1 % 499 137,675 +4% *
英国 736.0 11.2 % 1,078 682,746 -12.5% *
ＥＵ25 ヵ国 計 6,572.4 100.0 % 11,428 575,079 ‐8.0% *
* 京都議定書のもと、15 ヵ国合計で８％の削減が求められている。 
※ 各国につき CO2 割当を対象施設数で割って算出したもの。 

出所： 欧州委員会プレスリリース "Questions & Answers on Emissions Trading and National Allocation 
Plans, 8 March 2005 updated version as of 20 June 2005 (MEMO/05/84)", "Emission Trading: Commission 

approves last allocation plan ending NAP marathon, 20 June 2005 (IP/05/762)"より作成 

                                                   
30  Council Decision (2002/358/CE) of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the European Community, 

of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of 
commitments thereunder（Official Journal L 130, 2002.5.15）  
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（ⅰ）EU-ETS の制度概要 

 
EU-ETS の制度枠組みは、ＥＵ指令 2003/87/EC31（以下、「EU-ETS 指令」とする）によっ

て規定されている。この制度を通して京都議定書を批准しているＥＵならびに各加盟国が議

定書のコミットメントを達成し、温室効果ガスの排出を削減していくことを目的としている。

加盟各国が排出枠の国内割当計画（NAP）を策定して対象施設に排出枠（EU-Allowance）
を交付し、排出枠を上回った企業と下回った企業が排出権を売買できるようにした制度で、

ＥＵ加盟 25 ヵ国および取引制度を有する第三国（京都議定書批准国）との間で排出枠の取引

が可能となっている。各施設は各年終了後に、排出量と同量の排出枠を政府に提出する義務

があり、義務遵守のために排出枠等を買ってくることもできる。制度では、企業が削減する

温室効果ガスに経済的価値を持たせ、企業に対して商業上のインセンティブを与えるととも

に、自力での排出量削減以外にも、より低いコストで排出削減目標を達成するための方法に

選択肢を与えている。欧州委員会は排出権取引市場そのものには一切関与せず、あくまでも

需要と供給の関係で価格や取引量が決まる。制度の概要は以下の通りである。 
 
• 対象期間 

EU-ETSの対象期間は第１期間が2005年１月１日～2007年12月31日、第２期間が2008
年１月１日～2012 年 12 月 31 日となっている。2013 年以降も５年ごとの期間が設定され

る。京都議定書で排出削減を求められているのは 2008～2012 年（議定書第１約束期間）

であることから、EU-ETS の第１期間は試行的な位置付けに捉えられている。 
 
• 対象となる温室効果ガス 

第１期間では温室効果ガス６種類のうち CO2だけを対象としている。加盟国は 2008 年以

降、取引制度の対象ガスを拡大するよう欧州委員会に申請することができる。 
 
• 対象となるセクター・施設 

特にエネルギー多消費セクターを対象とし、出力 20 メガワット以上の燃焼施設、石油精

製、コークス炉、鉄鋼生産、セメント・ガラス・石灰・れんが・セラミクス生産、パルプ・

製紙などの大型施設に限定されている。これらについては EU-ETS 指令の付則Ⅰ（表 12
参照）に規定された。今後、対象の拡大について検討される。対象事業施設は、2005 年

１月１日以降、各国当局が発行する排出許可証32なしで事業を行うことは不可能となった

が、こうした対象施設数は 25 ヵ国合わせて約１万 1,500 ヵ所ある（前述表 11 参照）。こ

れら施設からの CO2 排出量はＥＵ全体の CO2 排出量の 45％、温室効果ガス総排出量の

30％に相当する。 

                                                   
31  Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for 

greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC 
(Official Journal L 275, 2003.10.25) 

32  排出許可は１つのサイトで施設運営者ごとに必要だが、運営者が１ヵ所に複数の施設を有する場合は排出

許可は１つでよい。 
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表 12： 温室効果ガス排出権取引の対象となる施設（EU-ETS 指令付則Ⅰ） 
活動 施設のタイプ 

• 熱出力が20MWを超える燃焼施設（危険廃棄物および都市ゴミの焼却施設を除く）

• 鉱物油精製所 
エネルギー関連 

• コークス炉 
• 金属鉱石（硫化物の鉱石を含む）の焙焼・焼結プラント 鉄金属の製造・加工 
• 生産能力が毎時2.5トンを超える銑鉄または連続鋳造を含む鉄鋼（第１次・第２次

融解）の生産施設 
• 回転窯でのセメント焼塊（クリンカー）生産については１日当たりの生産能力が

500トンを超える設備、回転窯での石灰製造については１日当たり50トンを超え

る設備、その他の炉については１日当たり50トンの生産能力を持つ設備 
• 溶解能力が１日当たり20トンを超えるガラス（ガラス繊維を含む）の製造施設 

鉱物産業 

• 焼成による陶製品（特に屋根瓦、れんが、耐火れんが、タイル、炻器、磁器など）

による製造施設で、以下の条件を満たすもの： 
①１日当たりの生産能力が75トンを超え、かつ／または 
②窯の処理能力が１つ当たり４m³を超え、かつ、窯の密度が１つ当たり300 kg/m³

を超えるもの 
• 以下を行う産業プラント： 

①木材またはその他の繊維素材からのパルプ生産 
その他の活動 

②１日当たりの生産能力が20トンを超える紙・ボール紙の生産 
（注） 対象となる温室効果ガスの種類はすべて二酸化炭素（CO2）。 
 新製品と新プロセスの研究・開発・試験に使用される設備または設備の一部は指令の適用範囲外となっている。 

出所： EU-ETS 指令付則 I 
 
• 排出枠割当計画（NAP） 

加盟国政府は、EU-ETS 指令の付則Ⅲに示された 12 の基準に基づいて、自国の割当計画

（National Allocation Plan／NAP）を第１期間と第２期間のそれぞれについて策定し、

割当量と割当方法を計画する。各国政府は、京都議定書の削減目標に対する各国負担分の

達成度と制度適用外分野での排出量等を念頭に入れて排出枠総量と割当方法を策定し33、

これを欧州委員会が承認ないし再考を命じる。各国の第１期間の割当枠は、加盟国が当初

提出した NAP から計２億 9,000 万トンが削減され、25 ヵ国計で 65 億 7,200 万トンとな

った（前述表 11 参照）。各施設に対する排出枠を過剰に割り当てて取引市場価格が低下

すれば、企業の排出削減に対するインセンティブが下がったり、制度対象外の部門が排出

削減の努力を強いられたりするため、NAP が EU-ETS の柱となっている。一方で、

EU-ETS の制度を産業に厳しいものにすれば負担がかかって国内産業の競争力が低下す

るという懸念も根強く、いかにその均衡をとるかが焦点となっている。 
 
• 超過違反に対する罰金 

第１期間では、割り当てられた CO2の排出枠を超過した企業は、１トン当たり 40 ユーロ

の罰金が科される。この罰金は第２期間では 100 ユーロに引き上げられる。排出枠を超過

した企業は事情にかかわらず、翌年には削減を達成しなければならず、違反事業者は名指

しで公表される。第１期間では、不可抗力の状況にある施設に対して例外的に追加排出枠

                                                   
33  加盟国政府は、第１期間では排出枠の 高５％、第２期間では 高 10％をオークションにかけることが

でき、残りの排出枠は無料で割り当てる。また、排出枠を同業複数企業間で 2012 年までプールすること

が認められている。 
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の申請を認めることとなっているが、追加分に関しては取引できない。 
 
• 京都メカニズムとのリンク 

EU-ETS 指令を一部改正する「リンキング指令34」（2004/01/EC）により、京都議定書で

認められている柔軟なメカニズム「共同実施（Joint Implementation／ＪＩ）」および「ク

リーン開発メカニズム（Clean Development Mechanism／CDM）」を利用して海外で削

減した排出量をクレジットとして EU-ETS の排出量削減義務に算入することが認められ

た。CDM のクレジット（Certified Emission Reductions／CER）は 2005 年から、ＪＩ

のクレジット（Emission Reduction Unit／ERU）は 2008 年から EU-ETS の目標遵守の

ために用いることができる。排出枠のうちこれらのクレジットが占めることができる割合

は各加盟国が決めるようになっている35。第２期間では、各国政府が NAP を策定する際

に排出枠に占める ERU／CER の利用率も決めるようになっている。ERU／CER の利用

は、京都メカニズムで、各国国内での対策に対して補足的なものと位置付けられている。

ＥＵとしては、ＪＩ／CDM クレジットの利用についてＥＵの総排出枠の６％を上限とす

ることを目安にしているが、全体で６％を上回れば欧州委員会が８％への引き上げを検討

する。 
 
• 排出権取引ログ 

ＥＵの排出権取引によって各社の口座間で移転される排出権を管理するため、各加盟国政

府は、取引を行うすべての企業が口座を開設し EU-ETS の取引を記録する電子登記簿（レ

ジストリー）の設置を求められている36。各国のレジストリーは欧州委員会が管理する取

引ログ（Community Transaction Log）37に連動させ、このログに全取引の内容を記録し

て NAP との整合性のほか不正等がないかがチェックされる。個々の取引内容は５年間は

公表されないが、2006 年以降は毎年５月 15 日に各国レジストリーのウェブサイトで各参

加施設の遵守状況が公開される。 
 
 
（ⅱ）第２期間 NAP ガイダンスの概要 

 
欧州委員会は、2005 年 12 月末、これまでの第１期間での反省点を踏まえた第２期間（2008

                                                   
34  Directive 2004/101/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 amending Directive 

2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, in respect 
of the Kyoto Protocol’s project mechanisms（Official Journal L 338, 2004. 11.13） 

35  ただし、原則的にこれらのクレジットは、原子力施設の事業から生じた排出枠、カーボンシンク（炭素吸

収源）強化プロジェクトによる排出枠、ＥＵ域内での事業で生まれた排出枠（ダブルカウント回避）につ

いては適用できない。 
36 2006 年２月末時点での 25 ヵ国のレジストリーの運営状況は、18 ヵ国で部分的な運用が行われているが、

残り７ヵ国（キプロス、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、ルクセンブルク、マルタ、ポーランド）では

まったく運用が始まっていない。 
37  http://europa.eu.int/comm/environment/ets/registrySearch.do 
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～2012 年）の NAP 策定のためのガイダンス38を採択し、2006 年１月９日に正式発表した。

反省点としては、◇指令付則Ⅲに記載された NAP 策定基準が十分明確でなかった、◇全般的

に各国の NAP は複雑で透明性も欠けたために関連企業の理解を困難にした、◇これらのよう

な点も要因となり、制度開始予定日になっても排出枠が確定していない国があり、対象企業

や政府機関だけでなく欧州全体で取引市場関係者にも混乱をきたした、などが挙げられた。

欧州委員会は、これらの反省点から、第２期間について NAP のガイダンスの中で下記の４点

を加盟国に求めている。 
• 割当量を第１期間より減らす。 
• NAP の内容を簡素化する。 
• NAP の透明性の向上を図る。 
• NAP の提出期限を遵守する。 

 
第２期間 NAP のガイダンスの主要ポイントをまとめると以下の通りである。 
 
• 各国の排出上限の算出方法を設定 

この算出方法に沿えば、第２期間の上限は第１期間の上限を超えないようになっており、

全体では第２期間の総排出量上限は第１期間から６％（20 億トン）減る計画。制度の対

象となっていないセクターで排出削減が進んだり、京都メカニズムのクレジットをより多

く購入するなどした場合は、加盟国政府が産業に緩い割当を行うことが考えられるが、緩

い割当を行う場合はいかなる場合も正当な理由が必要である。各国の排出上限は、京都議

定書の達成状況が順調な国は第１期間の上限と同じで良いが、達成状況が良くない国39は、

上限を第１期間から引き下げなければならない。 
 
• ＪＩ・CDM クレジット利用に上限設定 

第２期間からはＪＩのクレジット（ERU）も CDM のクレジット（CER）と同様に EU-ETS
の目標達成に用いることができるようになるが、第２期間では各国政府が NAP を策定す

る際に、排出枠に占める ERU と CER の利用率も決定することになっている40。欧州委員

会はガイダンスで、利用率の上限は国全体でも各施設ごとでもどちらでも良いこととし、

むしろ柔軟性をもたらすため、第２期間を通して国全体で設定する方が好ましいとの見解

を示している。 
 
• 対象施設の定義に対する解釈 ·············· 指令付則Ⅰに含まれる制度対象施設について、

第１期間 NAP では加盟国によって「燃焼施設（Combustion installations）」の解釈が異

                                                   
38  "Communication from the Commission - Further guidance on allocation plans from the 2008 to 2012 trading period 

of the EU Emission Trading Scheme", Commission of the European Communities, Brussels, 22.12.2005 
COM(2005) 703 final 

39  ガイダンス発表時点で達成状況が特に良くない国は、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンラン

ド、ドイツ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガル、スロベニア、スペイン

の 12 ヵ国が挙げられた。 
40  これは EU-ETS 指令付則Ⅲに示された 12 の基準のうち第１期間には適用されていない点である。 
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なっていた。欧州委員会は、国によって相違があるのは域内市場の競争力の観点から良く

ないとし、ガイダンス付則８で燃焼施設の定義を明確にした。独自にエネルギーを発生す

る施設か、別の生産プロセスの一部として含まれるかに関わらず、規定のキャパシティ

（20MW）を超えるすべての設備を対象とすることとした。また、年間 CO2 排出量が比

較的少ない「小規模施設」の扱いについても加盟国でばらつきがあったため、ガイダンス

の付則９に小規模施設の定義を掲載するとともに、第２期間でこれら「小規模施設」を対

象除外とするために EU-ETS 指令の改正を検討するとしている。特に規模の小さい施設

（Smallest installations）のコスト削減については、欧州委員会が継続的に実施している

EU-ETS のモニタリングおよび報告義務に関するガイドラインの見直しにおいても念頭

に入れている。新ガイドラインを第２期間開始までに準備するよう計画している。 
 
• その他 

加盟国から欧州委員会への NAP の提出期限は 2006 年６月 30 日、欧州委員会の承認期限

は 2006 年 12 月 31 日であることを再確認した。また、NAP の透明性をさらに向上させ

るため、欧州委員会は第２期間用のガイダンスに、NAP に含むべき基本的な情報を標準

的な形にまとめた一連の表を添付した。これらの表は第２期間 NAP の一部であり、加盟

国政府は使用を求められている。また第１期間用の共通フォーマット（Common Format）
も引き続き使用する。 

 
 
（ⅲ）第２期間に向けた制度見直し 

 
EU-ETS 指令では、欧州委員会は EU-ETS の適用事業活動と温室効果ガスの種類（指令付則

Ｉで規定）をこれらの見直しに関する規定が設けられている。欧州委員会は制度見直しを進

めているが、その結果を 2006 年６月 30 日までに理事会および欧州議会に提出し、その内容

が検討される。制度見直しの一環で欧州委員会はステークホルダーへの調査41を 2005 年６～

９月に実施したが、その反応も考慮に入れる。見直しの結果には指令改正案を含む可能性が

あるが、欧州委員会は、変更があってもその内容が第２期間に反映されることはなく、2013
年に始まる第３期間からとなる見通しを示した42。なお、第１期間で ETS 指令を遵守できな

かった企業に対しては１トン当たり 40 ユーロの罰金が課される規定があるが、これも見直し

の際に判断される。 
 
見直しでは、化学、アルミニウム、輸送など指令対象外となっている分野への拡大を検討す

ることになっている。ステークホルダー調査では、今後対象に含むべき分野として全機関を

                                                   
41  欧州委員会がウェブサイト上で実施した調査で、主要結果が以下の報告書（"Review of EU Emissions 

Trading Scheme - Survey Highlights (November 2005)", European Commission Directorate General for 
Environment, McKinsey & Company, Ecofys）として公表されているが、詳細結果の発表は今後となる。企

業、政府機関、業界団体。市場仲介者、NGO の計 302 機関がを回答した。 
42  欧州委員会 2006 年１月９日付けプレスリリース（MEMO/06/02）”Questions & Answers on National Allocation 

Plans for 2008-2012” 
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通して も多く挙げられたのは化学であったが、３番目に多かった航空分野ではすでに協議

が現実的になってきている（図 11 参照）。欧州委員会は 2009 年早期の制度組み込みを示唆し

ていたが、英国などの一部加盟国は第２期間の開始時から組み込むのが理想的と希望してお

り、2008 年から組み込まれる可能性も出てきている。ただ、2006 年２月に入ってからは、

英国上院が、EU-ETS の対象にすることで航空産業は弱体化し他のセクターにも影響を与え

るとした報告書を発表したほか、中旬には欧州事業者連盟の UNICE も、航空分野では燃料

と機体の効率を改善することで排出削減が目指せるとして欧州委員会に対して慎重な対応を

とるよう要請するなどといった反応も出ている。 
 
 
図 11： 今後 EU-ETS の対象とすべきセクター（ステークホルダー調査） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所： "Review of EU Emissions Trading Scheme - Survey Highlights (November 2005)", 
European Commission Directorate General for Environment, McKinsey & Company Environmental Agency 

 
 
（ⅳ）2003 年の排出実績および 2010 年排出予測 

 
表 13 に示すように、2003 年のＥＵ15 ヵ国における温室効果ガスの排出量は 41 億 8,000 万

CO2換算トン、新規加盟国（キプロス・マルタを除く８ヵ国）では７億 4,600 万 CO2換算ト

ンとなった。ともに 2002 年からは増加したが、それぞれ基準年を 1.7％と 32.2％下回った水

準であり、25 ヵ国では８％減となっている。また、ＥＵ15 ヵ国の 2003 年の排出量の目標値

までの距離指数（Distance to Target Indicator／DTI）を見ると、京都メカニズムを利用し

たと想定した場合、1.9 ポイントとなっている。京都メカニズムを利用しない場合の DTI は、

2003 年は 2002 年からほぼ倍増し 3.5 ポイントとなった。予測では、京都議定書の柔軟なメ

カニズムと並行して追加的な措置が実施されて初めて、15 ヵ国は京都議定書の削減目標（－

８％）を達成できるとされており、目標を達成できていない加盟国には、追加的な措置を緊

急にとるとともに、京都議定書の柔軟なメカニズムを利用することが必要となっている。 
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表 13： ＥＵ加盟国の温室効果ガス排出量実績（2003 年）と京都議定書の目標達成度※ 

国 
基準年 
排出量 

(CO2 換算 
100 万㌧) 

2003 年 
排出量 

(CO2 換算 
100 万㌧) 

基準年/2003
年増減率 

(%) 

2002 年/2003
年増減率 

(%) 

京都議定書 
2008～2012 年

の目標に対する 
各国負担分 

(%) 

目標までの 
距離指数 

(DTI) 
オーストリア 78.5 91.6 16.6 5.9 -13.0 19.2 (25.0)
ベルギー 146.8 147.7 0.6 1.6 -7.5 1.8 (5.5)
キプロス 6.0 9.2 52.8 5.3 n.a. n.a.
チェコ 192.1 145.4 -24.3 1.8 -8.0 -19.1
デンマーク 69.6 74.0 6.3 7.3 -21.0 -15.8 (20.0)
エストニア 43.5 21.4 -50.8 9.7 -8.0 -45.6
フィンランド 70.4 85.5 21.5 10.8 0.0 21.0(21.5)
フランス 568.0 557.2 -1.9 0.7 0.0 -1.9
ドイツ 1,248.3 1,017.5 -18.5 0.2 -21.0 -4.8
ギリシャ 111.7 137.6 23.2 3.1 25.0 7.0
ハンガリー 122.2 83.2 31.9 3.0 -6.0 -28.0
アイルランド 54.0 67.6 25.2 -2.6 13.0 12.3 (16.7)
イタリア 510.3 569.8 11.6 2.7 -6.5 10.8(15.9)
ラトビア 25.4 10.5 -58.5 -0.9 -8.0 -53.3
リトアニア 50.9 17.2 -66.2 -12.1 -8.0 -61.0
ルクセンブルグ 12.7 11.3 -11.5 4.3 -28.0 -8.6 (6.7)
マルタ

(6) 2.2 2.9 29.1 -0.5 n.a. n.a.
オランダ 213.1 214.8 0.8 0.6 -6.0 -1.4 (4.7)
ポーランド 565.3 384.0 -32.1 3.7 -6.0 -28.2
ポルトガル 59.4 81.2 36.7 -5.3 27.0 19.1
スロバキア 72.0 51.7 -28.2 -1.3 -8.0 -23.0
スロベニア 20.2 19.8 -1.9 -1.2 -8.0 3.3
スペイン 286.1 402.3 40.6 0.9 15.0 26.3(30.9)
スウェーデン 72.3 70.6 -2.4 1.5 4.0 -5.0
英国 751.4 651.1 -13.3 1.1 -12.5 -5.2

旧ＥＵ15 ヵ国 4,252.4 4,179.6 -1.7 1.3 -8.0 1.9 (3.5)
新規加盟 10 ヵ国 1,099.8 745.5 -32.2 2.7 -6.7 -28.4

ＥＵ25 ヵ国 5,352.2 4,925.1 -8.0 1.5 -7.7 -4.2(-2.9)
(注) フッ化ガスについては、旧ＥＵ15 ヵ国の基準年の排出量は 15 ヵ国の基準年の値の計。15 ヵ国のうちフィンランド

およびフランスが 1990 年を基準年としているが、残り 13 ヵ国は議定書で認められている通り 1995 年を基準年とし

ている。従って、旧ＥＵ15 ヵ国の基準年のフッ化ガスの排出推定値は、13 ヵ国における 1995 年の排出量とフィン

ランドおよびフランスにおける 1990 年の排出量の計となっている。オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィン

ランド、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、スペインおよび旧ＥＵ15 ヵ国計については、京都

メカニズムを除く目標までの距離指数（Distance to Target Indicator／DTI）を（ ）内に示した。 
    ※ ＥＵによる京都議定書の承認に関する理事会決定（2002/358/EC）では、加盟国の様々なコミットメントが基準年か

らの増減パーセンテージで表されており、2006 年には各国の排出水準は CO2 換算トンで表記されることになってい

る。この関係で環境相理事会と欧州委員会は、特に、合意されている計を考慮に入れること（すなわち、1998 年６

月 16～17 日に開催された理事会の結論に対する基準年の排出量に関するデンマークのステートメントで述べられた

仮定）で共同声明を出している。 

出所： "Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2005 (EEA Report No 8/2005)", 
European Environmental Agency 

 
 
2003 年の加盟国別の実績は様々である。表 13 および図 12 に見られるように、京都メカニ

ズムを含んだ場合、ＥＵ25 ヵ国中 13 ヵ国が排出削減へのコミットメントを達成している。

旧加盟 15 ヵ国の中では、ルクセンブルク、英国、スウェーデン、ドイツ、フランス、オラン

ダの６ヵ国が、理事会決定 2002/358/EC の下で合意された加盟国別負担へのコミットメント

を達成している。残り９ヵ国は依然としてコミットメントを達成できておらず、うちスペイ

ンとフィンランドは目標線を 20％超えている。オーストリア、デンマーク、フィンランドは

2002 年からさらに目標値との乖離が広がっている。新規加盟８ヵ国のうち、目標線を超えて
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いるのはスロベニアだけで、リトアニア、ラトビア、エストニア、ポーランド、ハンガリー、

スロバキア、チェコの７ヵ国は目標を達成しており旧加盟 15 ヵ国の平均も大きく上回ってい

る。 
 
 
図 12： 温室効果ガス排出量と京都議定書の 2010 年目標値との乖離（指数）（2003 年実績） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注） 上記データには、土地利用、土地利用変更、森林からの排出・除去分を含まない。ＥＵ15 ヵ国についてはすべて、

既存の国内政策・措置を加味して予測を出している。また、一部の国は、国内の追加政策・措置も加味した予測

を出している。以下の加盟国については、京都メカニズムの追加的な効果を含んでいる：オーストリア、ベルギ

ー、デンマーク、フィンランド、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、スペイン。ＥＵ15 ヵ国

全体の数値については、京都メカニズム利用の効果はこれら９ヵ国からの情報を基に算出している。ポーランド

の予測については CO2 および N2O のみ、スペインは CO2 のみをカバーしている。キプロスおよびマルタについ

てはデータなし。 

出所： “Report from the Commission, Progress towards Achieving the Community's Kyoto Target 
(required under of Decision 280/2004/EC of the European parliament and of the Council concerning a 

mechanism for monitoring Community greenhouse has emissions and for implementing the Kyoto Protocol)", 
Commission of the European Communities, Brussels, 15.12.2005 COM(2005) 655 final 

 
 
下記の図 13 には、ＥＵ15 ヵ国における主要産業セクター別の 1990 年から 2003 年にかけて

の排出量増減を示した。ＥＵの温室効果ガスのほとんどは、運輸を含むエネルギーの生産・

消費によって発生しているもので、ＥＵ15 ヵ国の 1990～2003 年のエネルギー関連分野での

排出の多くは、運輸と電力への需要が高まった結果となっている。しかしながら、ＥＵ15 ヵ

国、25 ヵ国ともに、エネルギー（運輸を除く）供給・消費における温室効果ガス排出の増加
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は、エネルギー需要とは関係が薄れてきており、需要が増えても排出は減るという傾向にな

ってきている。運輸セクターでも同様の傾向があるが、エネルギーほどではない。 
 
 
図 13： ＥＵ15 ヵ国におけるセクター別の温室効果ガス排出量の増減（1990～2003 年）お

よびセクター別内訳（2003 年） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所： “Report from the Commission, Progress towards Achieving the Community's Kyoto Target 
(required under of Decision 280/2004/EC of the European parliament and of the Council concerning a 

mechanism for monitoring Community greenhouse has emissions and for implementing the Kyoto Protocol)", 
Commission of the European Communities, Brussels, 15.12.2005 COM(2005) 655 final 

 
 
エネルギー分野での排出が増加する一方で、廃棄物や工業プロセス、農業といったエネルギ
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ー以外の分野では排出は減少している。廃棄物分野での排出量減少は、廃棄物政策の促進に

伴って固形廃棄物の陸上廃棄処分が減ったことを受けたものである。工業プロセスにおける

排出削減には、特に N2O などの除去技術の導入が役立っている。 
 
ＥＵ25 ヵ国では、温室効果ガスの排出はほとんどすべてのセクターで減少している。新規加

盟 10 ヵ国での排出量低下の多くは経済構造の変化によるところが大きい。ただし運輸分野だ

けでは、1990 年以降、排出量が増加している。 
 
（ⅴ）排出権取引価格・取引量の動向 

 
EU-ETS が正式に動き始めたのは 2005 年１月１日だが、ポイントカーボン社のデータによ

れば、１月に１トン当たり約７ユーロだった CO2 の取引価格は７月 11 日まで急上昇した。

７月 21 日には再び 20 ユーロ台を割った後 11 月上旬まで、ほぼ 21～24 ユーロ台で安定的に

推移した。 
 
下記の図 14 からは、CO2の価格には燃料（原油・ガス）価格の動きとの相関関係が浮き彫り

になっていることが分かる。取引制度開始後の５月中旬から起きた原油・ガス価格の上昇に

伴って、７月 13 日に再び原油・石油価格の高騰が収束するまで CO2の価格も上昇を続けた。

これは、原油・ガス価格の上昇によって産業・発電部門で石油・ガスから石炭へ燃料転換を

図った動きを受けたものである。さらに、石炭への燃料転換によって CO2排出量の増加が見

込まれたために CO2排出枠への需要が高まり（図 15参照）、CO2価格の上昇へとつながった。

また、制度導入後、ほとんどのＥＵ加盟国で電力価格が高騰したが、発電事業者はこれを CO2

の影響としている。その後、CO2の価格は再び、2006 年２月末まにで 26 ユーロを超えるま

でに高騰している。 
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図 14： EU-ETS における CO2 取引価格の動向 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所： Point Carbon 社データより作成 

 
図 15： EU-ETS における CO2 取引量の動向 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所： Point Carbon 社データより欧州委員会作成43 
                                                   
43  "Commission Staff Working Document, Annex to the Report from the Commission Progress towards Achieving the 

Community's Kyoto Target (required under Article 3(1) of Decision 280/2004/EC of the European Parliament and of 
the Council concerning a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing 
the Kyoto Protocol) {COM(2005) 655 final}", Commission of the European Communities, Brussels, 15.12.2005, 
SEC(2005) 1642 
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② 自動車排ガス規制と業界自主規制 

 
ＥＵの自動車の排ガスに対する規制には、ＥＵ指令による法的規制を導入した「排ガス規制

（emission regulations）」と自動車業界の自主規制に委ねている二酸化炭素（CO2）の排出

量に関する協定がある。 
 
・ 排ガス規制――乗用車と小型商用車を対象に、炭化水素（ＨＣ）、一酸化炭素（CO）、窒

素酸化物（NOX）、粒子状物質（ＰＭ）の排出規制を定めたもの。1992 年に導入された「ユ

ーロ１（Euro 1）」に始まり、順次規制を強化して乗用車は 2005 年１月から、小型商用

車は 2006 年１月から「ユーロ４」に移行した。次の段階である「ユーロ５」の導入は 2008
年半ば以降の予定で、2005 年 12 月に欧州委員会が指令案を提示している。 

 
・ 二酸化炭素排出量の自主規制――1998 年に欧州委員会と欧州自動車工業会（ACEA）の

協議により協定が結ばれ、段階的に CO2 を削減していく目標を設定した。自動車業界に

は自主規制とすることで、法制化で厳しい罰則を科せられることを回避する狙いがあった。 
 
（ⅰ）「ユーロ５」の概要 
 

a）これまでの流れ 

1992 年の「ユーロ１」に続き 1996 年１月から「ユーロ２」が導入され、この段階からディ

ーゼル車とガソリン車で各物質の排出上限が分けられた。ディーゼル車は窒素酸化物と粒子

状物質でガソリン車に劣っているものの、一酸化炭素の排出で優れている点を考慮したもの

である。小型商用車（重量 3,500kg 以下）は、車体の参考重量（RW）によって「クラス１（RW
が 1,305kg 以下）」、「クラス２（RW が 1,305kg 超 1,760kg 以下）」、「クラス３（RW が 1,760kg
超 3,500kg 以下）」の３つに排出上限が区分され、乗用車に比べると排出規制が緩い。なお規

制では、乗用車は「カテゴリーM」、小型商用車は「カテゴリーN1」と表示されている。 
 
「ユーロ３」は 2000 年１月に導入され、2005 年１月からは「ユーロ４」に移行した。「ユー

ロ４」では、乗用車のガソリン車で一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物をほぼ半減し、乗用

車のディーゼル車で窒素酸化物と粒子状物質を半分に減らすという厳しいものだった。小型

商用車でもガソリン車、ディーゼル車とも各物質をほぼ半減することを定めていた。ただし

「ユーロ４」では、小型商用車の「クラス２」と「クラス３」については規制の導入時期を

１年先送りにして 2006 年１月となった。 
 
b）ユーロ５の指令案 

欧州委員会は 2008 年半ばの導入を目指す「ユーロ５」の草案を 2005 年７月に公表し、自動

車業界はじめ関係者との諮問を重ねた後、2005 年 12 月 21 日に指令 終案44を発表した。

                                                   
44  "Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on type approval of motor vehicles with 
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終案に示された「ユーロ５」の排出規制案を表 14 に示した。乗用車は「ユーロ３」「ユーロ

４」と比較し、小型商用車は「ユーロ４」と比較している。「ユーロ３」から「ユーロ４」へ

の移行時に比べると削減幅は全般的に抑えられ、一部では据え置きもあるが、粒子状物質（Ｐ

Ｍ）については大幅な削減を求めている。「ユーロ４」のＰＭ上限値では、当初はＰＭ除去装

置がなければ規制はクリアできないとされていたが、ディーゼルエンジンの技術開発で導入

時までには除去装置の必要性がなくなっていた。しかし「ユーロ５」では、現在の技術状況

からみて除去装置がなければ達成は不可能とされている。なお規制の導入時期は、「早ければ

2008 年半ば」となっている。また今回、小型商用車の規制導入時期はすべてのクラスで乗用

車と統一されている。 
 
表 14： 乗用車と小型商用車の排ガス規制（ユーロ４とユーロ５ 終案） 

（単位：mg/km） 

 ユーロレベル（規制年） CO HC HC＋ 
NOx NOx PM 

●乗用車 
ユーロ 3（2000 年 1 月） 2,300 200 - 150 - 
ユーロ 4（2005 年１月） 1,000 100 - 80 - ガソリン車 
ユーロ 5（2008 年半ば） 1,000 75 - 60 (5) 
ユーロ 3（2000 年 1 月） 640 - 560 500 50 
ユーロ 4（2005 年１月） 500 - 300 250 25 ディーゼル車 
ユーロ 5（2008 年半ば） 500 - 250 200 5 

●小型商用車（ガソリン車） 
RW が 1,305kg 以下 ユーロ 4（2005 年１月） 1,000 100 - 80 - 

RW が 1,305kg 超 1,760 kg 以下 ユーロ 4（2006 年１月） 1,810 130 - 100 - 
RW が 1,760kg 超 3,500 kg 以下 ユーロ 4（2006 年１月） 2,270 160 - 110 - 

RW が 1,305kg 以下 ユーロ 5（2008 年半ば） 1,000 75 - 60 (5) 
RW が 1,305kg 超 1,760 kg 以下 ユーロ 5（2008 年半ば） 1,810 100 - 75 (5) 
RW が 1,760kg 超 3,500 kg 以下 ユーロ 5（2008 年半ば） 2,270 120 - 82 (5) 

●小型商用車（ディーゼル車） 
RW が 1,305kg 以下 ユーロ 4（2005 年１月） 500 - 300 250 25 

RW が 1,305kg 超 1,760 kg 以下 ユーロ 4（2006 年１月） 630 - 390 330 40 
RW が 1,760kg 超 3,500 kg 以下 ユーロ 4（2006 年１月） 740 - 460 390 60 

RW が 1,305kg 以下 ユーロ 5（2008 年半ば） 500 - 250 200 5 
RW が 1,305kg 超 1,760 kg 以下 ユーロ 5（2008 年半ば） 630 - 320 260 5 
RW が 1,760kg 超 3,500 kg 以下 ユーロ 5（2008 年半ば） 740 - 380 310 5 

注：「ユーロ５」のガソリン車のＰＭ規制は、リーンバーン（希薄燃焼）直噴エンジンにのみ適用。 

出所： 欧州委員会、ACEA 

 
「ユーロ５」の 終案の特徴をまとめると以下のようになる。 
 
• 乗用車のディーゼル車では、ＰＭ排出量の上限を 80％削減し、窒素酸化物（NOX）の排

出量の上限を 20％削減。 
• 乗用車のガソリン車では、NOx と炭化水素（ＨＣ）の排出量をそれぞれ 25％削減。 
• リーンバーン直噴エンジンを使ったガソリン車では、乗用車、小型商用車ともＰＭの規制

値を導入。 

                                                                                                                                                        
respect to emissions and on access to vehicle repair information, amending Directive 72/306/EEC and 
Directive ../../EC (presented by the Commission) {SEC(2005) 1745}, COM(2005) 683 final/2005/0282 (COD)", 
Commission of the European Communities (Brussels, 21.12.2005) 
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• 小型商用車のディーゼル車では、ＰＭ排出量の上限を約 80～90％削減。 
• 小型商用車ではガソリン車、ディーゼル車とも NOx 排出量を約 20％削減。 
• これまで小型商用車の排出規制が適用されていた SUV など重量が 2,500kg を超える大型

乗用車に対しても、通常の乗用車の排出上限を適用し規制を強化。 
• 排出規制の発効から実施まで移行期間を設け、新たに型式承認を取得する乗用車では 18

ヵ月、それ以外の新車では 36 ヵ月の猶予が与えられる。 
 
 
（ⅱ）二酸化炭素排出量の自主規制 

 
欧州委員会と ACEA の協定による自主目標は、走行１km 当たりの CO2の平均排出量を段階

的に削減していくことになっている。平均排出量とは新車乗用車の全車種の販売台数から計

算するもので、燃費効率が良い高性能のディーゼル車や小型車など CO2の排出量が少ない自

動車の販売台数が多ければ、各メーカーの平均排出量は引き下げられることになる。1995 年

ではこれが 185ｇ程度の水準にあったが、今後の自主規制では以下のような目標を設定して

いる。 
 
• 2008 年から販売する新車乗用車では走行距離１km 当たり 140ｇ以下。 
• 2012 年までに平均排出量を走行距離１km 当たり 120ｇ以下とすることを検討する。 
 
CO2排出量は 2002 年に 160ｇの水準まで下がったが、ディーゼルエンジンの技術開発の停滞

や燃費効率の悪い SUV など大型乗用車の販売増大により排出量の減少幅が鈍ってきている。

このため 2008 年の目標達成は困難との見方が自動車業界から出てきている。2005 年６月に

欧州委員会が公表した CO2 に関する報告書45では、自動車業界が自主規制を守れないことが

明らかになった場合、法規制を導入する可能性も示している。 
 
 

                                                   
45  "Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Implementing the Community 

Strategy to Reduce CO2 Emissions from Cars: Fifth annual Communication on the effectiveness of the strategy 
{SEC(2005) 826 }, COM(2005) 269 final", Commission of the European Communities (Brussels, 22.6.2005) 
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③ 統合製品政策（IPP） 

 
（ⅰ）IPP の概要 

 
あらゆる製品は、製造・使用・廃棄の時点において何らかの形で環境を後退させると考えら

れるが、統合製品政策（Integrated Products Policy／IPP）は、製品のライフサイクルのす

べての段階で環境パフォーマンスを向上させようとする概念に基いている。天然資源からの

物質の抽出、設計、製造、組立、マーケティング、流通、販売、使用そして廃棄物として処

分されるまで、長く複雑な製品ライフサイクルの個々の段階で、環境への影響を 小化しよ

うとするのが IPP である。 
 
IPP は、多くの製品や設計者やメーカー、小売店、消費者など多くの人々に関わるものであ

るため、単一の政策や措置で対応できるものではなく、経済的措置、特定物質の使用禁止、

自主協定、環境ラベリング、製品デザインに対するガイドラインなど、種々のツールを効果

的に組み合わせるための枠組みが検討されてきている。欧州委員会が 2003 年６月に採択した

IPP 実施のための戦略に関する通達文書46では、実施のためのアプローチとして、①「IPP ツ

ールボックス」と呼ばれる環境管理システム（EMAS）やエコラベルなどの既存のツールを、

より製品に焦点を当てたものにして改善すること、②環境面で大きな改善の可能性がある製

品の環境パフォーマンスを向上させる、という２点を提案した。具体的には、以下のような

活動を行うこととした。 
• ステークホルダーからの欧州委員会への提案を基に、特定の製品についてパイロット・プ

ロジェクトを開始する（2003 年）  
• ステークホルダーとの対話を基に、ライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ）の優良事例（ベ

スト・プラクティス）に関する実践的な手引き書を発行（2005 年）  
• 欧州委員会のグリーン調達のための行動計画策定（2006 年） 
 
それまで、欧州委員会は、環境への配慮を製品設計および生産工程に体系的に統合すること

をメーカーに法的に義務付ける可能性を示唆していた。枠組み指令を作り、その中にこの義

務を規定し、ガイドラインか特定産業部門別の指令によって詳細規定が行われる可能性があ

るとされていた。しかし通達では、それまで IPP に想定されていた、環境に配慮した製品へ

の税制優遇措置や、ステークホルダーが特定の問題への対策を探る「製品委員会」の設置な

どの革新的な施策が含まれておらず、枠組み指令の制定にも触れていなかったため、実効性

に欠ける内容の薄いものとなった。この背景には、産業界が IPP による干渉を嫌っているこ

とがあり、市場を規制することの難しさを示したと指摘された。その後、2004 年４月には、

欧州委員会からも、IPP 枠組み指令案は 2007 年までは提案されないか、または全く実現しな

いかもしれないとのいう発言もあり、IPP への期待感が低下していることを窺わせた。 
                                                   
46  "Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Integrated Product Policy, 

Building on Environmental Life-Cycle Thinking (COM(2003) 302 final)", Commission of the European 
Communities (Brussels, 18.6.2003) 
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枠組み指令が存在しない状況の中、ＥＵでは、IPP 実施のために一連の政策ツールを「IPP
ツールボックス」として構築していこうとしている。これらの各ツールに相互一貫性を持た

せ、シナジー効果を狙っている。IPP の概念に基く既存の政策ツールには以下のようなもの

がある。 
 
表 15： IPP ツールボックスの内容 

政策ツール 内容 
国家補助金 • 国家補助金に関する現行のガイダンスが 2007 年で失効するのに合わせた見直し 

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/
自主協定 • Commission Communication on Environmental Agreements at Community Level 

Within the Framework of the Action Plan on the Simplification and Improvement of the 
Regulatory Environment [COM(2002) 412] final  
例：自動車 CO2 排出に関する自主協定 

http://europa.eu.int/comm/environment/co2/co2_home.htm
標準規格 • 製品環境面の標準規格への組み込みの推進 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/standards_policy/
environment_standardisation/index.htm

環境管理制度 • EMAS 規則 
http://europa.eu.int/comm/environment/emas/index_en.htm

エコデザイン • エネルギー消費型製品（EuP）のエコデザイン 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/eco_design/

• ＥＵエコラベル 
http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/index_en.htm

ラベル表示 

• エネルギーラベル制度： 家電製品（家庭用電気冷蔵庫・冷凍庫・冷凍冷蔵庫、乾燥

機、洗濯機、洗濯乾燥機、食器洗い機照明灯、エアコン、電気オーブン）のエネルギ

ー効率に対するラベル表示（後述表 17 参照） 
http://europa.eu.int/comm/energy/demand/legislation/domestic_en.htm

グリーン調達 • 公共調達（製品、サービス、公共工事）における環境面の考慮 
http://europa.eu.int/comm/environment/gpp/

• 公共調達入札における環境基準作成のための公共機関向けデータベース 
http://europa.eu.int/comm/environment/green_purchasing/cfm/fo

/greenpurchasing/index.cfm?lang=en
• 環境技術促進のためのアクションプラン（ETAP） 

http://europa.eu.int/comm/environment/etap/
グリーン・ 
テクノロジー 

• 製品、サービス、プロセスの環境パフォーマンスの目標設定 
http://europa.eu.int/comm/environment/etap/implementing.htm#6

• 廃棄物関連法規制（WEEE、ELV、包装廃棄物、危険廃棄物など） 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/index.htm

法規制 

• 化学製品（REACH） 
http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/index.htm

出所： 欧州委員会環境総局の IPP ウェブサイト（http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/toolbox.htm） 

 
 
（ⅱ）IPP の進行状況 

 
a）IPP 作業部会 

 
欧州委員会は、IPP に関する通達で提案した内容を推進するため、加盟国代表や産業界など

のステークホルダーと定期的会合（IPP Regular Meetings）を持っている。2004 年９月の第

２回会合では、IPP の開発に重要と思われる特定の問題について協議し解決策を模索するた

めの作業部会（IPP Working Groups）を設定することで合意した。現在、以下の２つの作業
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部会がある。 
 
● 報告様式に関する作業部会（Working Group on Reporting Formats） 
加盟国政府およびステークホルダーが IPP のためにとった施策や進捗について 2006 年中に

欧州委員会に報告し、欧州委員会はその報告書を基に 2007 年に欧州議会およびＥＵ理事会に

IPP 開発の進捗状況を報告することになっている。作業部会では、情報の収集や形式など加

盟国等が作成する報告書の統一様式を検討する。作業部会には、欧州委員会のほか、欧州環

境エージェンシー（European Environmental Agency／EEA）と欧州廃棄物・資源管理トピ

ックセンター（European Topic Center of Waste and Resource Management）が参画してい

る。 
 
● 製品情報のニーズに関する作業部会（Working Group on Product Information Needs） 
製品のライフサイクルに関する情報へのニーズを検証するもので、加盟国政府、産業界、NGO
などから専門家が選出されており、議長は英国環境・食料・地方問題省（Department for 
Environment, Food and Rural Affairs）から選ばれている。同作業部会の存続期間は 2006
年春までの１年間となっている。 
 
b）パイロット・プロジェクト 

 
欧州委員会は、IPP がどのように作用するかを検証するために、ステークホルダーからパイ

ロット・プロジェクトを募り、2004 年６月から 2006 年までの計画で、携帯電話とチーク材

ガーデンチェアに関する２つのプロジェクトが進行している（表 16 参照）。プロジェクトは

５つの段階で構成されており、両プロジェクトとも現在、第４段階にある。 
 
段階１： ライフサイクルを通した環境へのインパクトの既存情報に基く分析 
段階２： 製品の環境へのインパクトを改善させるための選択肢の特定 
段階３： 特定された改善ための選択肢の潜在的な社会的・経済的効果の分析 
段階４： 改善のための実現可能な選択肢の選定（特定された解決方法について参加者か

ら実施へのコミットメントが得ることが理想的） 
段階５： １年間、コミットメントをモニタリング 
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表 16： IPP パイロット・プロジェクトのステークホルダー 

 携帯電話 チーク材ガーデンチェア 

（携帯） • ノキア 

• モトローラ 

• パナソニック 

メーカー 

（部品） • エプソン 

• インテル 

• AMD 

― 

通信オペレーター／ 

小売企業 

• テリア・ソネラ 

• フランステレコム 

• ボーダフォン 

• カルフール 

業界団体 ― • 欧州木材加工産業連盟（CEI-Bois） 

政府機関： • 英国環境・食料・地方問題省（DEFRA） 

• 欧州委員会 

• ベルギー・フランダース政府廃棄物

エージェンシー（OVAM） 

• 欧州委員会 

研究機関： • フィンランド環境研究所（SYKE） ― 

リサイクル事業者： • Umicore ― 

認証機関 ― • 森林管理協議会（FSC） 

NGO： • WWF • WWF 

• Pro-natura 

消費者団体： • 欧州消費者機関（BEUC） • 欧州消費者機関（BEUC） 

出所： 欧州委員会環境総局ウェブサイト 

 
c）優先分野の選定 

 
欧州委員会は、2003 年６月の通達において、製品ライフサイクルの面から環境改善の潜在性

が も高い製品を特定する作業を実施すると発表した。この作業は 2004 年に開始されており、

欧州委員会のジョイント・リサーチ・センター（Joint Research Centre／JRC）の有望技術

調査研究所（Institute for Prospective Technological Studies／IPTS、在スペイン・セビリ

ア）が率いている。作業は以下の２段階で実施する。 
 
• 第１段階・・・製品ライフサイクルの面から環境へのインパクトが も大きい製品を特定

する。製品特定の手法の開発・応用のため、IPTS と欧州科学技術観測所（European 
Science and Technology Observatory ／ ESTO ）が研究プロジェクト「 EIPRO 
（Evaluation of the Environmental Impacts of Products）」を実施している。同プロジ

ェクトは 2005 年末で終了の予定だが、2006 年２月末時点で報告書は発表されていない。 
• 第２段階・・・第１段階の研究結果に基き、環境改善の潜在性が も大きい製品を特定す

る。2007 年末で終了の予定。 
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d）ライフサイクル・アセスメント(LCA)に関する欧州プラットフォーム 

 
欧州委員会はまた 2003 年の通達で、製品の環境への潜在的影響を評価するための枠組みとし

て、ライフサイクル・アセスメント（LCA）が 適であるとし、今後、より一貫したデータ

収集や LCA の手法に対するコンセンサスが必要であると指摘した。欧州委員会はそのため、

ライフサイクルのデータに関するコミュニケーションや交流、ＥＵでのデータ収集のコーデ

ィネーションを行うための欧州 LCA プラットフォーム（European Platform of Life Cycle 
Assessment）を創設した。プラットフォームの 終目的は産業やＥＵ政策策定においてライ

フサイクルの考えを浸透させることである。このプロジェクトは欧州委員会の環境総局とジ

ョイント・リサーチ・センター（JRC）の共同プロジェクトで、2008 年半ばまでの３年間の

計画で 2005 年半ばに開始された。 
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④ エネルギー消費型製品のエコデザイン（EuP） 

 
欧州委員会が 2003 年９月に提案した、「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）」47は、2005 年７月に通称「エコデザイン指

令（2005/32/EC）」48として採択され、８月 11 日に発効した。加盟国は 2007 年８月 11 日以

前に、同指令を国内法として整備することが求められている。 
 
電気・電子機器や暖房器具などのエネルギー消費型製品を対象とするエコデザイン指令は

IPP の原則を適用したもので、製品設計に環境的側面を系統的に組み込み、製品のライフサ

イクル全体の環境パフォーマンスを向上させることを狙っている。ＥＵ全体でエコデザイン

の統一ルールを決め、加盟国間での相違が域内貿易の障害とならないようにすることも目的

である。 
 
また、「廃電気・電子機器（WEEE）指令」49や「電化製品への有害物質使用制限指令（RoHS）
指令」50、また家電製品のエネルギー効率ラベル指令51など、製品の環境面に関わる他のＥＵ

指令とのシナジー効果が期待されている。ただ、枠組みだけを先に法制化して後から内容を

決めるという方法には批判もあり、この指令で対象製品の特定や明確なルールを示すべきだ

ったという声は少なくない。 
 
エコデザイン指令自体は特定の製品に対して特定要件を課すものではなく、エネルギー消費

など環境に関係する製品特徴に対する要件を定めるための条件・基準など一般的な原則を定

めた枠組指令である。今後、欧州委員会は、指令のインパクト・アセスメントおよび産業界

や環境 NGO など広範なステークホルダーへの諮問を行った後、具体的な対象製品や、特定

製品の環境面での基準（エネルギー消費やゴミの発生、消費水量、寿命延長など）、メーカー

                                                   
47  Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL On establishing a 

framework for the setting of Eco-design requirements for Energy-Using Products and amending Council Directive 
92/42/EEC [ COM(2003) 453 final ] 

48  Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 2005 establishing a framework for 
the setting of ecodesign requirements for energy-using products and amending Council Directive 92/42/EEC and 
Directive 96/57/EC and 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council（Official Journal 2005.7.22 
L191） 

49  Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on waste electrical and 
electronic equipment (WEEE) - Joint declaration of the European Parliament, the Council and the Commission 
relating to Article 9 (Official Journal 2003.2.12 L36) 

50  DIRECTIVE 2002/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January 2003 on 
the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment（Official Journal 
13.2.2003 L37） 

51  ＥＵでは 1992 年から、家電製品のエネルギー消費型製品（Energy-Using Products）に対して、家電製品の

使用時のエネルギー消費を低下させるような製品設計を促進するためのエネルギー効率 低基準を定め

るとともに、消費段階では消費者にエネルギー効率に関する情報を提供するエネルギー効率ラベル表示が

義務付けられてきた。エネルギー効率 低基準は、温水ボイラー、電気冷蔵庫・冷凍庫・冷蔵冷凍庫、蛍

光灯安定器の３製品について指令で規定されている。また、下記８製品の家電製品のエネルギー効率につ

いては、「家電製品のエネルギーならびにその他の資源の消費に関するラベルおよび標準的製品情報の表

示に関する指令（92/75/EEC）」によって、販売時にＥＵ共通のラベルを表示することが義務付けられてい

る。 
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が遵守しなければならないルールなどに対する具体的な実施規定を定めていく。すべてのエ

ネルギー消費型製品が規制の対象となるわけではなく、環境への影響やＥＵ域内での貿易量、

改善の可能性の明確さ（法的措置がなければ改善されない製品など）といった基準に合った

製品だけが対象となる。現行のエネルギー効率に関する指令で使用中のエネルギー効率につ

いて定めている製品については、エコデザイン指令に基く要件を満たしているものとするほ

か、「フラワー・エコラベル」を取得している製品についても、エコラベルの基準がエコデザ

イン指令に基く要件を満たしている場合は、エコデザイン指令に基く要件を遵守しているも

のとみなされる。 
 
指令では、実施規定を定める際の環境面の要件を付則Ⅰに定めている。 
 
• 材料、エネルギー、水などその他の資源の消費量 
• 大気、水流、土壌への排出量 
• 騒音、振動、放射、電磁界などの物理的影響による公害 
• 廃棄物の産出量 
• 材料・エネルギーの再利用、リサイクル、リカバリーの可能性 
• 製品の重量・容積 
• リサイクル素材からの材料の使用 
• 製品のライフサイクルを通したエネルギー、水、その他の資源の消費量 
• 健康・環境に有害と分類された物質 
• 使用・維持に必要な消耗品の量と性質 
• 再利用とリサイクル容易さ 

・ 使用されている材料と部品の数 
・ 標準部品の使用、解体に要する時間 
・ 解体に必要な工具の複雑さ 
・ 再利用・リサイクルに適した部品・材料を特定するための標準コードを使用した部

品・材料の使用 
・ リサイクルしやすい材料の使用 
・ 価値の高いリサイクル可能部品・材料へのアクセスの容易さ 
・ 危険物質を含む部品・材料へのアクセスの容易さ 

• 中古部品の組み込み 
• 部品および製品全体の再利用・リサイクルを阻害する技術の回避 
• 製品寿命の延長 

・ 低保証寿命 
・ 取替部品の 低在庫期間 
・ モジュール方式の使用 
・ アップグレードの可能性 
・ 修理の可能性 



 

 52 

• 発生する廃棄物・危険廃棄物の量 
• 大気への排出： 温室効果ガス、酸化剤、揮発性有機化合物（VOC）、オゾン層破壊物

質、残留性有機汚染物質、重金属、超微粒子など 
• 水流への排出： 重金属、酸素バランスに悪影響を及ぼす物質、残留性有機汚染物質 
• 土壌への排出（特に製品の使用段階における危険物質の漏出・流出と廃棄物として処分

される際の浸出の可能性） 
 
また指令では、実施規定の対象となったエネルギー消費型製品は、実施規定を遵守しており、

ＣＥマーク52を貼付した製品だけがＥＵ域内で流通できるものとしている。加盟国政府は指令

および実施規定の市場における遵守状況を監視する義務を課されており、遵守していないメ

ーカーには市場撤退を命ずる権利も与えられている。メーカーがＥＵ企業でなく域内に責任

者がいない輸入製品については、輸入業者が当該製品が指令および実施規定への遵守に責任

を有し、ＣＥマークへの適合宣言や技術文書を保管する義務が課されている。 
 
今後、欧州委員会が個々の実施規定を策定していくに当たって、加盟国政府、メーカーや輸

入業者、小売業者、労働組合などの産業界（中小企業とクラフト産業を含む）、環境 NGO、

消費者団体などからバランスよく代表者を選出して意見を諮るため、「諮問フォーラム

（Consultation Forum）」を設置することが指令で規定された。諮問フォーラムは 高 50 名

53のエキスパートをメンバーとすることが決定されており、現在、2006 年３月 31 日を期限

に参加申請を受け付けている。 

                                                   
52  特定製品をＥＵ市場に流通させる際に満たすべき安全や品質に関する「必須要求事項」を満たした製品に

付けることが義務付けられているもので、製品ごとに指令で必須要求事項が規定されている。ＣＥマーク

が必要な製品の約８割は、認証機関の審査を必要とせず自己認証で適合宣言（Conformity Declaration）し、

ＣＥマークを付けることができる。ＣＥマークが必要な製品のうち、低電圧電気機器、ガス燃焼機器、熱

水ボイラー、ラジオ・通信端末機器などがエコデザイン指令に関係してくると思われる。 
53  加盟国および加盟予定国政府代表者１名ずつを含む数。加盟候補国および EFTA 諸国代表者はオブザーバ

ーとして参加することができる。 



 

表 17： エネルギー効率に関連するＥＵ指令一覧 

分野 題 指令等番号・日付 
ＥＵ官報 

番号・日付 
省エネ指令案 
（現在立法手続き中）

Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on the Promotion of End-use efficiency and Energy Services COM (2003) 739 final 
2003.12.10 

 

コージェネ促進 Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy 
market and amending Directive 92/42/EEC 

2004/8/EC・2004.02.21 L052・2004.02.21 

エネルギー税 Council Directive restructuring the Community Framework for the taxation of energy products and electricity 2003/96/EC・2003.10.27 L283・2003.10.30 
【建物エネルギー性能指令】Directive of the European Parliament and of the Council of on the energy performance of buildings  2002/91/EC・2002.12.16 L001・2003.01.04 
【エネルギー効率改善によるＣＯ２排出抑制】Council Directive to limit carbon dioxide emissions by improving energy efficiency (SAVE)  93/76/EEC・1993.09.13 L237・1993.09.22 
【液体・気体燃料温水ボイラー】Council Directive on efficiency requirements for new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels 92/42/EEC・1992.05.21 L167・1992.06.22 

建物エネルギー効率

【建設製品】Council Directive on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction 
products  

89/106/EEC・1988.12.21 L040・1989.02.11 

エネルギー消

費型製品（Ｅｕ

Ｐ）指令 

Directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-using 
products and amending Council Directive 92/42/EEC and Directive 96/57/EC and 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council 

2005/32/EC・2005.07.06 L191・2005.07.22 

【電気冷蔵・冷凍庫】Commission Directive amending Directive 94/2/EC implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of 
household electric refrigerators, freezers and their combinations 

2003/66/EC・2003.07.03 L170・2003.07.09 

【電気オーブン】Commission Directive implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household electric ovens 2002/40/EC・2002.05.08 L128・2002.05.15 
【エアコン】Commission Directive implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household air-conditioner 2002/31/EC・2002.03.22 L086・2002.04.03 
【照明器具】Commission Directive implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household lamps   98/11/EC・1998.01.27 L071・1998.03.10 
【食器洗い機】Commission Directive implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household dishwashers  97/17/EC・1997.04.16 L118・1997.05.07 
【洗濯乾燥機】Commission Directive implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household combined washer-driers 96/60/EC・1996.09.19 L266・1996.10.18 
【電気乾燥機】Commission Directive implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household electric tumble driers 95/13/EC・1995.05.23 L136・1995.06.21 
【洗濯機】Commission Directive implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household washing machines 95/12/EC・1995.05.23  L136・1995.06.21 
【電気冷蔵・冷凍庫】Commission Directive implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household electric 

refrigerators, freezers and their combinations, amended by Commission Directive 2003/66/EC 
94/2/EC・1994.01.21  L045・1994.02.17 

家電製品のラ

ベル表示  

【家電製品のラベル表示全般】Council Directive on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and 
other resources by household appliances 

92/75/EEC・1992.09.22 L297・1992.10.13 

【蛍光灯安定器】Directive of the European Parliament and of the Council on energy efficiency requirements for ballasts for fluorescent lighting 2000/55/EC・2000.09.18 L279・2000.11.01 
【冷蔵・冷凍庫】Directive of the European Parliament and of the Council on energy efficiency requirements for household electric refrigerators, 

freezers and combinations thereof 
96/57/EC・1996.09.03  L236・1996.09.18 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
型
製
品
に
お
け
る
効
率 

家電製品のエ

ネルギー効率

低基準 
【液体・気体燃料温水ボイラー】Council Directive on efficiency requirements for new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels   92/42/EEC・1992.05.21 L167・1992.06.22 

出所： 欧州委員会ウェブサイト情報よりまとめ 
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⑤ 廃電子・電気機器指令（WEEE 指令） 

 
（ⅰ）指令の概要 

 
2003 年２月 13 日に発効した「廃電子・電気機器（Waste Electrical and Electronic 
Equipment／WEEE）指令54」は、廃家電・廃電子機器を分別収集し、埋立処分量の削減

や自治体のごみ焼却負荷の低下を図るもので、製造者が、消費者により地域の回収場所に

廃棄された廃製品を回収・リサイクルする責任を規定している。 
 
同指令および後述の「電化製品への有害物質使用制限指令（RoHS 指令）」導入の背景には、

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では、 も一般的な廃棄物津処理

として埋め立てが多く行われており、一般世帯から出されるごみへの有害物質を含む

WEEE の混在と不法投棄を回避することが重要であるということがあった。これら指令は、

近年のＥＵの環境政策の基礎となっている「持続可能な開発」および「予防原則」の考え

方とともに「汚染者負担の原則」に則っており、廃電気・電子機器の製造者は、消費者が

地域の回収場所に廃棄した使用済み製品を回収・リサイクルするコストを負担することに

なる。これは、電気・電子機器メーカーにとっては大きな負担となることもあり、RoHS 指

令とともに世界中のメーカーなどから注目が集まっている。回収・リサイクルなどの対象

となる同指令の適用製品分野は以下の通りである。 
 
 
表 18： WEEE 指令の適用製品カテゴリー 

1. 大型家電製品 
2. 小型家電製品 
3. 情報技術（ＩＴ）・通信機器 
4. 消費者機器 
5. 照明器具 
6. 電気・電子工具（大規模な据付型工具を除く） 
7. 玩具、レジャー用品、スポーツ用品 
8. 医療機器（移植された・感染したすべての製品を除く） 
9. モニター機器・コントロール機器 

10. 自動販売機・自動現金引き出し機 

出所： WEEE 指令付則 IA 

 
 
指令では、国内法整備・施行のスケジュールについて、各加盟国で指令発効から 18 ヵ月後

の 2004 年８月 13 日までに実施することが求められており、その他の期限は以下のように

                                                   
54 Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on waste electrical and 

electronic equipment (WEEE)および Joint Declaration of the European Parliament, the Council and the 
Commission relating to Article 9 (ともに2003年２月13日付けOfficial Journal of European Communities L37) 
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なっている。 
 
2005 年８月 13 日 
 
加盟国はこの期限までに、 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）リサイクルのコストについては

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、メーカーは指

令の発効から８年（冷蔵庫のような大型家電製品の場合は 10 年）の移行期間に限り、これ

を新しい製品の価格に含むことが認められている。その他、メーカーのリサイクル費用の

負担軽減を狙った措置として、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の費用を負担するが、

代替品を購入せず廃棄しようとする場合は、製品の利用者がその費用に責任を負うことと

されている。 
 
また、2005 年８月 13 日以降に上市されたすべての製品は、消費者がこ

れらの製品を通常の自治体ごみと同様安易に廃棄し、WEEE が分別され

ずに自治体ごみとして廃棄処分されることを防ぐため、こま付のごみ容

器に×印のついたマークをつけなくてはならない。このロゴを使用し、

分別回収が進められる。 
 
2006 年 12 月 31 日 
 
加盟国はこの期限までに、国民１人当たり年間平均で 低４kg の分別収集を達成しなくて

はならない。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

ルに関する厳しい目標を達成しなければならない（表 19 参照）。 
 
ただし、目標達成の履行期限については、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年の猶予が与えられている。新規加盟国

では、スロベニアには１年の猶予が、残りの９ヵ国には２年の猶予が認められている。加

盟国は、これらの目標遵守状況をモニタリングし、２年ごとに欧州委員会に報告する義務

がある55。また、リカバリーおよび再利用・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。 
                                                   
55 別途規則により規定。2004/249/EC: Commission Decision of 11 March 2004 concerning a questionnaire for 

Member States reports on the implementation of Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the 
Council on waste electrical and electronic equipment (WEEE) (C(2004) 714) 
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表 19： 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 低目標（機

器１台当たりの重量比平均） 

 
製品からの 

低リカバリー率 

部品・材料・素材の

低再利用率・ 
リサイクル率 

大型家電製品，自動販売機 80％ 75％ 
情報通信・電気通信機器，消費者用機器 75％ 65％ 
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 
70％ 50％ 

ガス放電ランプ※ ― 80％ 
医療機器 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 

 
WEEE 指令（および RoHS 指令）で規定しきれなかった詳細については、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（Technical Adaptation Committee
／TAC）」において協議が継続されている。特に、２つの指令の適用対象と例外対象など、

指令ではグレーエリアとして残された点が検討される。 
 
（ⅱ）指令に関する最近の動き 
 
指令の概要とスケジュールは以上のようになっており、2005 年の８月の期限を以ってこの

制度は始動している。しかし、実際加盟各国レベルでの履行にはこれまでを通じて遅れが

見られており、各国の法整備、回収体制が整わないままの見切り発車の形となっているの

が実情である。2004 年８月 13 日という国内法制化の期限については、猶予期間が設定さ

れていないにもかかわらず、2005 年中にようやく国内法導入にこぎつけた国も多く、一部

の加盟国ではまだ国内法が未整備である。2006 年２月時点で国内法制化に至っていないの

は、マルタと英国で、英国については 2005年 12月 14日にさらなる遅れが公表されている。

2006 年初より省庁間チームが WEEE 規則案を見直し、同年春に再度大規模な諮問を行う

こととなっており、国内法制化は早くても春以降にずれ込むもようである。 
 
a）関連規則の設定 

 
WEEE 指令第 12 条では、各加盟国は製造者登録簿を作成し、国内で上市された電気・電

子機器の数量や分類、WEEE の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と

となっている。また加盟国はこれらの情報を２年ごとの期間について 18 ヵ月以内に欧州委

員会に提出することが定められており、第１回は 2005 年と 2006 年の２年間について 2008
年６月までに提出することとなる。情報の提出様式については、同指令施行日から１年以

内に欧州委員会が決定するとされていたが、2005 年５月、これに関する決定がなされた。
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「WEEE 指令に関する各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 年５月３日付欧州委員会決定（2005/369/EC）56」によ

り、欧州委員会への情報提出の際のフォーマットが定められた。同決定の付則となってい

る表１、表２のフォーマットで報告するものとされ、表２を用い、指令で定められたリカ

バリー、再利用、リサイクル率について遵守状況を報告する。 
 
b）指令遵守にかかるコスト 
 
2005 年８月、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」57に

よれば、WEEE 指令遵守にかかるコストは、ＥＵ全域で年間５～９億ユーロと算定されて

いる。うち３～６億ユーロが回収にかかる費用であり、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とされている。また、WEEE および RoHS 指令導入による

電気・電子機器の価格への影響は、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・電子製品で１％程度の値上がりとなると予測されている。 
 
 

                                                   
56 Commission Decision 2005/369/EC of 3 May 2005 laying down rules for monitoring compliance of Member 

States and establishing data formats for the purposes of Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of 
the Council on waste electrical and electronic equipment (C(2005) 1355) 

57 Questions & Answers on EU Policies on Electric and Electronic Waste (MEMO/05/248) 11 August 2005 
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⑥ 電化製品への有害物質使用制限指令（RoHS 指令） 

 
（ⅰ）指令の概要 
 
「電化製品への有害物質使用制限（Restriction of Hazardous Substances／RoHS）指令58」

も、WEEE 指令とともに 2003 年２月 13 日に発効となり、2004 年８月 13 日までに加盟各

国の国内法への移行が求められた。同指令により、電子・電気業界は 2006 年７月以降に販

売される製品について、現在製品に使用している鉛、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ール（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）の使

用を停止し、代替物質を調達しなければならない。つまり、同期日を以ってこれらの有害

物質を含む電気・電子機器を上市することができなくなる。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るのを防止するため、特別な処理が必

要とされる各種の部品は、廃棄物から分別しなければならない。これには、電池、ブラウ

ン管、携帯電話用回路基板、フッ化炭化水素、外部用電気ケーブル、および臭素系難燃剤

を含有するプラスチック類などが含まれる。なお、はんだや電子部品のガラス部分、コン

ピューター・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については、使

用禁止の適用除外とすることとされた。 
 
このように同指令では、代替物質がまだ開発されていないものについて、例外措置として

使用禁止の適用を除外することが認められている。この措置は、2005 年２月 15 日までに

欧州委員会が見直しを行い、科学技術の進歩に応じて変更が提案されることとなっており、

指令の発効後、これらについて数回にわたる諮問が行われている。付則に定められた適用

除外項目は、代替物質導入による環境や消費者の安全・健康へ負の影響が導入による利益

よりも大きくなる場合など、関係者との協議の上、科学技術の進歩に照らして修正を行う

こととされており、４年ごとに見直しが行われることになっている。 
 
適用除外項目に関する諮問や、これを受けた指令の改訂などの動きについては、次に述べ

るが、これらを受け、現行の規制内容は表 20 および表 21 のようになっている。 
 

                                                   
58 電子・電気機器の特定有害物質使用制限に関する 2003 年１月 27 日付欧州議会および理事会指令

2002/95/EC （DIRECTIVE 2002/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 
January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment） 
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表 20： RoHS 指令の規制対象物質とその 大許容濃度 

対象物質 大許容濃度 
（wt%：重量パーセンテージ） 

カドミウム 0.01 
鉛 0.1 
水銀 0.1 
六価クロム 0.1 
PBB（ポリ臭素化ビフェニール） 0.1 
PBDE（ポリ臭素化ジフェニールエーテル） 0.1 

 
表 21： 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） 

物 質 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 
1 小型蛍光灯（１個当たり）中の５mg 以下の水銀 
2 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 

3 特殊用途の直管蛍光灯に含まれる水銀 

水銀 

4 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 
5 CRT、電子部品、蛍光灯管のガラスに含まれる鉛 
6 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 0.4 wt%までの鉛、銅

材に含まれる４wt%までの鉛 

鉛 

7 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） 

カドミウム 8 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） 
*： OJ L 186, 12.7,1991, P.59,
**：OJ L 262, 27.9.1976, P.201

六価クロム 9 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 
DecaBDE 9a ポリマー用途の DecaBDE（デカブロモジフェニルエーテル）  
鉛 9b 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 
 10 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。 
－Deca BDE 
－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 

11 コンプライアント型ピン・コネクター 鉛 
12 熱電動モジュールのＣリング・コーティング用の鉛 

鉛、 
カドミウム 

13 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 

14 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 
鉛 

15 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もある。 

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 
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RoHS 指令では、WEEE 指令と異なり、加盟国の裁量で独自の施策を実施する余地はほと

んど与えられていない。各国で使用禁止する物質をばらばらに規定すると単一市場の原理

に反することからであり、RoHS 指令は WEEE 指令とはＥＵ法立法の根拠を異にしている。

WEEE 指令が環境政策を実施するための立法を行うことを定める欧州共同体（ＥＣ）設立

条約第 175 条を根拠としているのに対し、RoHS 指令は同第 14 条で規定したＥＵ域内市場

における規制統一のために加盟国の法律を調和させる措置を定める第 95条を根拠にしてい

る。 
 
（ⅱ）指令に関する最近の動き 
 
同指令の加盟各国の国内法への移行期限は、WEEE 指令と同様 2004 年８月 13 日までとな

っていた。この期限までの国内法制化には WEEE と同様、遅れが見られたが、現在は全加

盟国が法整備を終えている。 も後れをとっていたのはフランスと英国であるが、フラン

スは 2005 年７月に WEEE および RoHS 指令を国内法に移行する法令（Decree No. 
2005-829）を採択しており、英国は同年 10 月に RoHS 指令履行のための規則59を議会へ提

出し、2006 年７月１日付で施行となっている。 
 
a）適用除外項目の検討 

 
指令の付則に定められた適用除外項目の見直しについて検討するため、関係者への第１回

諮問が開始されたのは2004年５月であった。諮問では、適用除外項目に含まれている物質、

また含まれなかった電球用の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（技術）は存在するか、そうした代替技術の使用制限の有無、費用、利点、欠点など

について意見が求められた。また、加盟国および産業界から、例外措置の対象項目として

検討するよう要請のあった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 年７月５日に締め切られ、結果の評価・審議後、2005 年にこれらを

反映した形で付則の改定に至っている。 
 
2004 年７月締め切りの諮問の後にも、繰り返し諮問が行われており、適用除外項目の見直

しに関する検討が続いている。2005 年２月 11 日締め切りの諮問では、22 項目に対し、初

回の諮問と同様、代替物質の有無や使用制限、コストについてなどの質問がなされた。続

いて 2005 年 10 月 28 日締め切りの諮問では、白熱灯やスウィッチ機器に含まれる水銀など

を含む 23 項目に対して、2006 年２月 10 日締め切りの諮問では 15 項目に関する意見徴収

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。 

                                                   
59 Statutory Instrument 2005 No. 2748: The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical 

and Electronic Equipment Regulation 2005 
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適用除外項目決定のプロセスは、まずメーカーや業界団体などの意見を取りまとめた諮問

の結果が、欧州委員会内の技術適用委員会（Technical Adaptation Committee／TAC）に

送られる。TAC は、これらの要請について第三者諮問機関に評価を依頼し、その結果を受

け提案を作成する。TAC でこれを審議し、議決に至るが、提案に問題がなければここで適

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 ヵ月程度とされている。 
 
b）RoHS 指令の改正 

 
RoHS 指令の改訂に関する欧州委員会の決定は以下の通りとなっている。 
 
• 電子・電気機器中の特定有害物質の 大許容濃度の確定のため、欧州議会および欧州理

事会指令 2002/95/EC を改正する 2005 年８月 18 日付欧州委員会決定（2005/618/EC）

60：RoHS 指令第５条１項（ａ）では、第４条１項に示された特定の電気電子機器の部

品・材料に含まれる特定物質の 大（許容）濃度を必要に応じて確定するものとされて

いた。この欧州委員会決定では、電気・電子機器中の特定危険物質の 大許容濃度につ

いて、（均質材料当たりの質量比で、カドミウムが 0.01％、カドミウム以外の５物質が

0.1％と定められた。 
• 電子・電気機器の特定有害物質使用制限に関する欧州議会および理事会指令

2002/95/EC の付則を技術的進歩に応じ改定する 2005 年 10 月 13 日付欧州委員会決定

（2005/717/EC）61：同決定により、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（デカブロモジフェニル

エーテル）、９ｂ．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、が加わる

こととなった 
• 電子・電気機器の特定有害物質使用制限に関する欧州議会および理事会指令

2002/95/EC の付則を技術的進歩に応じ改定する 2005 年 10 月 21 日付欧州委員会決定

（2005/747/EC）62：適用除外項目に関する２度目の改訂。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 から 15 の５

項目が加わった。 

                                                   
60 Commission Decision 2005/618/EC of 18 August 2005 amending Directive 2002/95/EC of the European 

Parliament and of the Council for the purpose of establishing the maximum concentration values for certain 
hazardous substances in electrical and electronic equipment (notified under document number C(2005) 3143 

61 Commission Decision 2005/717/EC of 13 October 2005 amending for the purposes of adapting to the technical 
progress the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council on the restriction of 
the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (notified under document number 
C(2005) 3754 

62 Commission Decision 2005/747/EC of 21 October 2005 amending for the purposes of adapting to technical 
progress the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council on the restriction of 
the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (notified under document number 
C(2005) 4054 
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⑦ 廃車（ELV）指令 

 
2000 年 10 月に発効された「廃車（End-of-life Vehicles／ELV）指令」（2000/53/EC）は自

動車メーカーに廃車の解体とリサイクルのコスト負担を義務付けるものである。同指令の

優先的目標は可能な限り廃棄物を出さないことになり、そのため、自動車メーカーおよび

素材・部品メーカーは以下のような対応が求められる。 
 
• 自動車メーカーは、車両設計段階で有害物質の使用を削減する。 
• 廃棄車両（ＥＬＶ）の解体、再利用、回収、リサイクリングが可能となる車両を設計・

製造する。 
• 車両製造においてリサイクルできる材料の活用を増加する。 
• 2003 年７月１日以降に販売する新車では、水銀、六価クロム、カドミウム、鉛の使用

禁止、または同含有部品の埋め立てを禁止する（一部例外措置あり）。 
• ＥＵ加盟国は、廃車ならびこれに含まれる廃棄部品の回収システム、さらに認定の解体

施設への移動、解体証明書の発行（無料）と車両登録からの抹消を行うシステムを確立

しなければならない。また ELV は、認可を受けた業者が取り扱う。 
• 廃車の所有者によるコスト負担はなく、自動車メーカーが負担する。 
• 2007 年以降、ELV の処理は 終利用者の負担ではなく、処理コストのすべてまたは大

部分をメーカーが負担する。 
• ELV のリサイクル率を 2006 年１月までに車両重量当たりでリカバリー85％、リサイ

クル 80％、2015 年１月までにリカバリー95％、リサイクル 85％に引き上げる。 
 
廃車の保管および処理についても、関連指令（75/442/EEC）に沿って厳格な管理が求めら

れる。環境に有害な部品を除去し、廃車を解体した上で、再利用、回収、リサイクリング

が実行されなくてはならない。その際には、バッテリー、タイヤ、オイルなど再利用やリ

サイクルが可能な部品が優先されることになる。欧州委員会によると、現在、廃棄処分と

なる車両の 75％（金属部分）がリサイクルされているとしている。 
 
同指令により、ＥＵ加盟国においては、2006 年までに廃車１台当たりの平均重量に対する

再利用率および（再利用に適さない部品の）回収率を 85％に、再利用およびリサイクル率

を 80％に増加させることを 低目標としている。また、2015 年までには、それぞれ 95％、

85％に増加させることを 低目標としている。 
 
この 2015 年までの 低達成目標については、2005 年１月に、欧州委員会が、自動車メー

カー・団体、部品供給業者、廃棄物処理事業者、政府関係者などによる関係者作業部会

（Stakeholder Working Group）を募り、25 ヵ国のＥＵ加盟国の各国環境・経済・車両部
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品材料を再度見直し、目標引き上げが可能かどうか検討を行っており、2005 年 11 月には

その 終報告書63が提出されている。同報告書においては、2015 年の再利用およびリサイ

クル率 85％ 低目標を実現するには、廃車１台から生じる非金属断片 50％をリサイクルし

採算が取れる新たな経済市場が必要であるという推算により、ＥＵ加盟国のほとんどが同

目標を達成することは困難であるとの見方が示され、2015 年の同 85％ 低目標を 2006 年

レベルの 80％に凍結すべきであるとの提言がされている。一方、再利用率および（再利用

に適さない部品の）回収率 95％という 低目標については現実的に妥当な達成可能な範囲

であるとしている。 
 
ＥＵ各加盟国は 2002 年４月 21 日までに同指令を国内法として整備することが求められて

いたが、期限内に実施することができた国は１つもなかった。また、新規加盟 10 ヵ国につ

いては 2004 年５月１日までに実施することが求められた。2005 年 11 月時点で、ＥＵ25
加盟国のほとんど国々での法制化・施行が済んでいる64。 
 

                                                   
63 “Stakeholder Consultation on the Review of the 2015 Targets on Reuse, Recovery and Recycling of End of Life 

Vehicles: Final Report (Version of 4 November 2005)” 
64 脚注 63 に同じ。 
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⑧ 新水枠組み指令 

 
新水枠組み指令（Water Framework Directive, 2000/60/EC）は、ＥＵの水域を科学的、生

態学的に健全な状況にすることを目指すもので、2000 年 12 月より発効している。同指令

は、水域管理の改革の先駆けともいえるもので、政治的境界ではなく、河川単位で浄化お

よび管理の取り組みを導入している。その主な目標は、すべての水域を 2015 年までに良好

な水質状態にすることである。この目標を達成するために、具体的な施策が以下のような

スケジュールで実施されている。 
 

2000 年 12 月 指令発効（第 25 条） 
2003 年 12 月 国内法制化完了（第 24 条） 
 所轄当局の特定（第３条） 
2004 年 12 月 河川流域の特性分析を完了、人的活動による地上・地下水へのインパクトの見

直し、水利用の経済分析の準備（第５条） 
2006 年 12 月 河川流域監視プログラムの運用開始（第８条） 
 河川流域管理計画策定予定と作業プログラムの発表（第 14 条） 
2008 年 12 月 河川流域管理計画の草案発表（第 14 条） 
2009 年 12 月 河川流域の環境目標を遂行するための措置プログラムの設置（第 11 条） 
 河川流域管理計画の発表（第 13 条） 
2010 年 水の適切な価格政策を導入（第９条） 
2012 年 12 月 措置プログラムの運用開始（第 11 条） 
2015 年 12 月 主要環境目標の達成（第４条） 
 河川流域管理計画の見直しと更新（以後、６年ごと）（第 13 条） 

 
欧州委員会は 2001 年１月、新水枠組み指令の 初の規制対象として指定する「優先物質」

リストを提案し、同年 11 月に採択されたリスト65では、33 種類の「優先物質」が特定され

た（表 22）。同リストには、20 年以内に排出全面停止の対象となる 11 種類の「優先危険物

質」グループが含まれるほか、14 種類の化学物質については「優先危険物質候補」として

分類され、さらなる見直しが行われることとなった。優先危険物質として指定された場合

には、20 年以内の段階的使用停止の対象となるため、企業にとっては、リストに掲載され

た化学物質がより一層危険な優先危険物質として分類し直されるのどうかは大きな焦点と

なった。欧州委員会によるこれら 14 物質についての見直しは 2004 年６月に終了し、優先

物質リストが改訂された（表 23）。改訂された優先物質リストでは、14 種類の「優先危険

物質」グループと、19 種類の「優先物質」グループの２つに特定されるとみられる66。 
 

                                                   
65  DECISION No 2455/2001/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 November 

2001 establishing the list of priority substances in the field of water policy and amending Directive 2000/60/EC
（Official Journal of the European Communities 15.12.2001 L 331） 

66  英国環境エージェンシーの「Briefing Note（2005 年７月発行）」による情報で、欧州委員会による公式

発表によるものではない。 
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表 22： 2001 年 11 月に採択された優先物質リスト 
優先危険物質（11 種類）   
• ペンタブロモジフェニルエーテル • カドミウムおよびその化合物 • 短鎖塩化パラフィン 
• ヘクサクロロベンゼン • ヘクサクロロブタジエン • ヘクサクロロシクロヘキサン 
• 水銀およびその化合物 • ノニルフェノール • ペンタクロロベンゼン 
• 芳香族炭化水素類 • トリブチルチン化合物  

調査対象となった優先物質（14 種類、今後「優先危険物質に格上げ予定」） 
• アントラセン • アトラジン • クロルピリフォス 
• フタル酸ジエチルヘキシル • エンドサルファン • 鉛およびその化合物 
• ナフタレン • オクチルフェノール • ペンタクロロフェノール 
• トリクロロベンゼン • トリフルラリン • イソプロトゥロン 
• ジウロン • シマジン  

優先物質（８種類）   
• アラクロール • ベンゼン • クロロフェンビンホス 
• 1、2 ジクロロエタン • ジクロロメタン • フルオランテン 
• トリクロロメタン • ニッケルおよびその化合物  

出所： 決定 No 2455/2001/EC 

 
表 23： 改訂優先物質リスト 
優先危険物質（14 種類）   
• アントラセン • ペンタブロモジフェニルエーテル • カドミウムおよびその化合物 
• 短鎖塩化パラフィン • エンドサルファン • ヘクサクロロベンゼン 
• ヘクサクロロブタジエン • ヘクサクロロシクロヘキサン • 水銀およびその化合物 
• ノニルフェノール • ペンタクロロベンゼン • 芳香族炭化水素類 
• トリブチルチン化合物 • トリクロロベンゼン  

優先物質（19 種類） 
• アラクロール • アトラジン • ベンゼン 
• クロロフェンビンホス • クロルピリフォス • 1、2 ジクロロエタン 
• ジクロロメタン • フタル酸ジエチルヘキシル • ジウロン 
• フルオランテン • イソプロトゥロン • 鉛およびその化合物 
• ナフタレン • ニッケルおよびその化合物 • オクチルフェノール 
• ペンタクロロフェノール • シマジン • トリクロロメタン 
• トリフルラリン   

出所： "Briefing Note: Version 3 July 2005", UK Environment Agency 

 
 
このほか、新水枠組み指令では、採択された「優先物質」リストそのものの見直しを、ま

ず 2004 年末までに、その後４年ごとに実施するものとしているが、 初の見直しは 2005
年春に延期された67。 

                                                   
67  英国環境エージェンシーの「Briefing Note（2005 年７月発行）」による情報で、欧州委員会による公式

発表によるものではない。 
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また、新水枠組み指令の優先物質リストは、地下水への適用を意図して策定されておらず、

地下水には直接適用されない。現在、地下水の汚染からの保護に関する枠組みは「地下水

指令（Groundwater Directive）80/68/EEC」により規定されているが、2013 年中に同指

令が廃止された後は、「地下水（娘）指令（Groundwater Daughter Directive）」がこれを

引き継ぐ。欧州委員会は 2003 年９月に同指令案を採択し、2005 年４月の欧州議会・第一

読会での採択、2005 年６月の閣僚理事会での政治的合意を経て、2005 年 12 月には理事会

共通の立場が採択された。今後は、第二読会の後、2006 年末ごろまでに採択されるとみら

れている。 
 
新水枠組み指令の施行により、以下の既存の法規制は段階的に廃止される。 
 
施行７年後（2007 年 12 月 22 日）廃止 
• 地上水抽出指令（Surface Water Abstraction Directive）75/440/EEC68 
• 地上水情報交換に関する決定（Exchange of Information on Surface Water Decision）

77/795/EEC69 
• 地上水抽出計測・分析指令（Surface Water Abstraction Measurement/Analysis 

Directive）79/869/EEC70 
施行 13 年後（2013 年 12 月 22 日）廃止 
• 淡水魚指令（Freshwater Fish Directive）78/659/EEC71 
• 甲殻類水質指令（Shellfish Waters Directive）79/923/EEC72 
• 地下水指令（Groundwater Directive）80/68/EEC73 
• 危険物質指令（Dangerous Substances Directive）76/464/EEC74（ただし、第６条は

指令 2000/60/EC 施行後廃止） 
 

                                                   
68  Council Directive 75/440/EEC of 16 June 1975 concerning the quality required of surface water intended for the 

abstraction of drinking water in the Member States（1975 年７月 25 日付 Official Journal L 194） 
69  77/795/EEC: Council Decision of 12 December 1977 establishing a common procedure for the exchange of 

information on the quality of surface fresh water in the Community （1977 年 12 月 24 日付 Official Journal L 
334） 

70  Council Directive 79/869/EEC of 9 October 1979 concerning the methods of measurement and frequencies of 
sampling and analysis of surface water intended for the abstraction of drinking water in the Member States（1979
年 10 月 29 日付 Official Journal L 271） 

71  Council Directive 78/659/EEC of 18 July 1978 on the quality of fresh waters needing protection or improvement 
in order to support fish life（1978 年８月 14 日付 Official Journal L 222） 

72  Council Directive 79/923/EEC of 30 October 1979 on the quality required of shellfish waters （1979 年 11 月 10
日付 Official Journal L 281） 

73  Council Directive 80/68/EEC of 17 December 1979 on the protection of groundwater against pollution caused by 
certain dangerous substances（1980 年１月 26 日付 Official Journal L 020） 

74  Council Directive 76/464/EEC of 4 May 1976 on pollution caused by certain dangerous substances discharged 
into the aquatic environment of the Community（1976 年５月 18 日付 Official Journal L 129） 
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⑨ REACH 規則（Registration, Evaluation, Assessment of Chemicals／REACH） 

 

「化学品の登録、評価、認可に関する規則（通称 REACH 規則）」は、化学物質の登録

（Registration）と評価（Evaluation）、認可（Assessment）を行う新化学物質規制システ

ムである。同規則案75は、ＥＵの化学物質産業の競争力を維持し、技術革新能力を向上させ

ながら、人間の健康および環境の保護を強化することを目的としている。REACH 規則は、

新規および既存の化学物質に対して同じルールを適用する制度で、現在 40 以上存在するＥ

Ｕの化学品規制が１つの制度に置き換えられることになる。 
 
REACH 規則の下、一定量以上の化学物質を扱う企業は、当該物質の特定や危険性に関する

情報の登録などが義務付けられる。この結果、市場で流通している約３万種にのぼる有害

化学物質についての情報が完備される。この情報は、ユーザー産業やこれらを扱う従業員、

消費者などを含むサプライチェーン全体に伝達され、化学品の安全な使用やより有害性の

低い代替物質の探求に役立てられる。また、市場に流通する化学物質について、これまで

政府が負っていた安全性の保証責任は産業界へと移行する大きな変化をもたらすことにな

る。 
 
（ⅰ）ＥＵにおける化学物質規制の現状 

 
既存の化学物質規制については、市場で流通しているほとんどの化学物質についての情報

が欠如していること、安全性の保証責任が当局にあるためテストや評価をしても規制や制

限がなかなか実施されない、またイノベーションのための動機付けに欠けるといった問題

点が指摘されていた。ＥＵでは、指令 67/548/EEC76および同指令の数次の改訂指令の下、

有害物質の分類や包装、表示についてのルールが規定され、当該化学物質が新規に市場に

流通する際には各加盟国の所轄当局に届け出ることが義務付けられている。ＥＵでは同指

令に基づき、1981 年９月 18 日を境に、それまでに市場に流通していた化学物質を「既存

化学物質」、同日以降に流通したものを「新規化学物質」と分類されている。このうち、「新

規化学物質」（約 4,300 種類）は、製造者や輸入者が年間 10 キログラム以上を市場に流通

させる場合にはリスク評価や届け出が義務付けられているが、「既存化学物質」（10 万種類

                                                   
75  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the 

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European 
Chemicals Agency and amending Directive 1999/45/EC and Regulation (EC) {on Persistent Organic Pollutants} 
および 
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council 
Directive 67/548/EEC in order to adapt it to Regulation (EC) of the European Parliament and of the Council 
concerning the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals [ COM 2003 0644 (03) ] 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2003/com2003_0644en.html 

76  Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and 
administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous 
substances 
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超）は、市場に流通している化学物質の約 99％を占めるにも係わらず、体系的な規定はな

かった。 
その後、1993 年に既存化学物質に関する規則（EEC）No 793/9377の施行され、市場に 10
トンを超えて流通させる場合にはデータの提出が、また 1,000 トンを超える場合にはリス

ク評価についての情報も求められるようになった。また、同指令により、特定化学物質リ

ストの導入が規定され、特定化学物質のリスク評価の実施に関する決定や規制措置の実施

については、ラポーターである加盟国の所轄当局の判断により行われることになった。た

だし、これら 10 万種のうち、リスク評価を要する化学物質として 140 種が特定されたもの

の、これらの規定は合理的でなく手続きに時間がかかることなどから、実際に評価が完了

しているのはごく一部に限られている。 
 
（ⅱ）これまでの経緯 

 
欧州委員会は、2001 年２月に「将来の化学物質政策のための戦略 白書」78を発表し、新

化学物質規制である REACH 規則案の導入を提案し、2001 年６月の閣僚理事会と 2001 年

11 月の欧州議会での審議で概ね可決されたことを受け、欧州委員会は REACH 規則案の作

成に着手した。その後、2003 年５月に REACH 規則案の草案がインターネット上で公開さ

れた。これは、各界からの様々な意見を取り入れるためで、2003 年５月 15 日から７月 10
日にはインターネットによる公開諮問が実施された。この公開諮問では、約 6,400 件にの

ぼるコメントがＥＵ加盟国ならびに日本政府を含むＥＵ域外国、産業界、NGO などから寄

せられた。 
 
欧州委員会が 2003 年 10 月 29 日に採択した規則案には、公開諮問に寄せられた様々な利害

関係者らの意見や各界での議論の結果を配慮し、2003 年５月に公開された草案に何点かの

変更が反映された。内容的には、産業界への影響が軽減される方向で規制としては後退し

たものとなった。（REACH 規則案についての詳細は「（ⅲ）REACH の仕組み」参照。）同

規則案を土台として、その後、閣僚理事会や欧州議会での審議が行われた。 
 
2005 年 11 月 17 日に行われた欧州議会における第一読会では、主に「認可」、「登録」、「一

物質一登録（OSOR）」、「情報へのアクセス」、「製品中の物質」などについて修正を加えた

規則案が採択された。その後、2005 年 12 月 13 日の欧州競争政策閣僚理事会で REACH 規

則導入についての政治的な合意に達した。閣僚理事会で採択された案は、先の第一読会修

正案から大きな変更はなかったが、「認可」基準などについて一部修正された。（「（ⅳ）

近の動き」参照） 
                                                   
77  Council Regulation (EEC) No 793/93 of 23 March 1993 on the evaluation and control of the risks of existing 

substances 
78  “White Paper on the Strategy for a future Chemicals Policy”, European Commission [ COM(2001) 88 final ] 
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（ⅲ）REACH の仕組み 

 
規則案で提案された REACH の仕組みは以下のようになっている。 
 
a）登録 

登録は、REACH の 大の目的とされ、一業者につき年間１トン以上の化学物質を生産また

は輸入している場合、その化学物質について、登録書の提出による中央データベースへの

登録が求められる。登録をしなければ当該の化学物質を製造・輸入することはできない。

登録は１つの化学物質ごとではなく、用途ごとに行う。登録の内容は、化学物質の生産ま

たは輸入量によって異なるが、物質の性質や使用状況によって変わる場合もあり、登録す

べき情報には、化学物質の特性や危険性（物理化学的、毒物学的、環境毒物学的特性など）

や用途、避けるべき使用方法などが含まれる。一部の中間生成物（他の化学物質を作るた

めに使われる化学物質）やポリマー、ＥＵの他の規定が適用されるいくつかの化学物質は

登録を免除される。事業者は、登録のために新たに化学物質の検査を行う必要はなく、既

存の情報を利用できる。新たな検査が必要とされるのは、利用できる情報が不十分だった

り、他の情報源が適切でない場合に限られる。登録書の受領や中央データベースの管理、

ガイダンスの作成などは、新設される欧州化学庁（European Chemicals Agency）が行う。 
 
登録期限は、一業者につき生産または輸入量が年間 1,000 トンを超える場合は REACH 規

則発効後３年以内、同 100～1,000 トンなら規則発効後６年以内、同 1～100 トンの場合は

11 年以内となっている。なお、発がん性物質、突然変異誘発・生殖毒性物質（CMR）に限

り、１つの業者で生産または輸入量が年間１トンを超えると、REACH 規則発効後３年以内

に登録しなければならない。 
 
登録された化学物質の 80％がそれ以上の措置を必要としないと予測されている。しかしそ

れ以外の場合は、「評価」や「認可」の対象となる。 
 
b）評価 

評価には、「書類の評価」と「化学物質の評価」の２種類がある。書類の評価は、動物実験

の実施を 小限にとどめることを主な目的としたもので、すべての動物実験の申請に対し

て行われる。REACH は、動物実験とそれによって産業界が負うコストを限りなく低く抑え

ることを目的の１つにしており、実験データの共有やほかの情報源の使用を奨励している。

書類の評価はまた、登録要件の遵守をチェックするために行われることもある。 
 
化学物質の評価は、人間の健康や環境にとって危険であると疑われる妥当な理由がある化

学物質について実施されるもので、当該化学物質の登録書類すべてを調べるほか、入手可
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能な他の情報も考慮される。欧州化学庁は、化学物質のリスクを基に、評価の優先順位を

定める基準を作成する予定である。 
 
書類と化学物質の評価どちらの場合でも、評価の結果、登録をした事業者は化学物質につ

いて更なる情報の提出を求められる可能性がある。全加盟国が追加情報の提供で合意した

場合、欧州化学庁が 終決定を下す。加盟国の意見が一致しない場合は、欧州委員会が決

定する。 
 
c）認可 

特に高い懸念が示される物質は、特定の使用方法について欧州委員会による認可を必要と

する。こうした物質には、発がん性物質、突然変異誘発・生殖毒性物質（CMR）、難分解性・

生体蓄積性・有毒物質（PBT）、著しく分解が困難で生体蓄積性の高い物質（vPvB）、およ

びこれら３種類と同等に人間と環境に深刻で不可逆的な影響を及ぼすと認められる物質が

含まれる。生産者または輸入業者が、特定の使用方法によるリスクが十分に制御可能であ

るか、またはその物質の使用による社会・経済的利益がリスクを上回っていることを示す

ことができれば、認可が与えられる。欧州委員会はまた、ＥＵレベルで管理される必要が

ある化学物質については、そのリスクが許容範囲であるようにするため、使用制限措置を

採ることができる。 
 
（ⅳ）REACH の最近の動き 

 
a）2005 年 11 月 17日の欧州議会第一読会における修正点 
「認可」 
認可授与の期限の設定や、懸念の高い物質の認可は代替物質が存在しない場合に限り、か

つ適切なリスク管理と社会経済的な利益の証明を要するなど認可基準がより強化された。 
「登録」 
イタリア選出議員のサッコーニ氏が提案した妥協案を指示し、生産量の少ない物質に対し

ては安全性に関する基本情報の要件を減らし、生産量が中～高規模の物質については多く

の適用除外が認められるなど規則案が弱化された。また、提供する情報量を決定する際に

曝露区分の利用が重視される。 
「一物質一登録（OSOR）」 
企業が化学物質のテストや登録の費用を共有することを義務付け、コストは生産量の割合

に応じて配分する。コスト削減となるため、中小企業にも有利になった。 
「情報へのアクセス」 
製造者は川下ユーザーからの要求に対し、人体や環境への影響に関する情報を提供する義

務を負う。また、安全性に関するデータは、当該の化学物質が製品に含まれた後のケース
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も含み、サプライチェーン全体をカバーするものとする。 
「製品中の物質」 
規定が強化され、製造・輸入事業者は、特定の基準に従い、当該製品中に含まれる有害な

化学物質について、製品のライフサイクル全体を通じた曝露も含めて化学品庁に届け出る

義務を負う。 
 
b）2005 年 12 月 13日の閣僚理事会での変更点 

先の第一読会での議会修正案から大きく変更される点はなかったが、認可申請に代替物質

の可能性についての分析を提出する義務が加わり、議会修正案と比べて代替物質へのシフ

トにやや攻勢をかけた形となった。この「認可」基準については、今後実施される第二読

会でも争点となることが予想されている。 
 
（ⅴ）各界からの反応 

 
REACH 規則案の草案が 2003 年に策定されて以来、産業界では議論が続いているが、ＥＵ

内で REACH 導入に反対しているのは、主に多国籍化学企業やそれらを傘下に収めるドイ

ツ化学工業会（VCI）や欧州化学工業連盟（Cefic）などの組織ならびに欧州全体の業界団

体の連盟である欧州産業連盟（UNICE）である。化学産業は世界経済で３番目に大きな産

業分野で、従業員数も 1,000 万人を超える。欧州では 大の産業分野で、直接雇用者数は

170 万人、関連雇用者数は 300 万人とも言われている。 
 
化学産業界は、REACH による企業のコスト負担に 初から多大な懸念を示しており、これ

まで、会社倒産や失業のシナリオまで飛び交うキャンペーンやロビー活動が行われてきた。

しかし、欧州委員会によると、REACH 導入によって発生する登録コスト（必要なテストを

含む）は約 23 億ユーロで、欧州の化学産業界の年間売上高の 0.04％にしか過ぎず、一方、

REACH 導入による環境・健康面での利益は 30 年間で 500 億ユーロにものぼることが分か

っている。しかし、化学産業の多くが中小企業であることから企業サイドからの懸念はな

かなか消えず、このような産業界への配慮から、REACH 規則案の規制内容は後退してきた

と言われている。 
 
第一読会後に実施された閣僚理事会で採択された修正案に対して、欧州委員会は賛成の意

を示しており、実質的に、欧州議会が今後より厳しい制限を課すことは困難になった。各

界からは賛否両論の様々な反応がみられ、環境・医療関係のキャンペーン団体は、化学品

規制革新の唯一の機会を逸したと述べているほか、消費者団体 Beuc は、将来的に「REACH
２」を策定する必要性があるという見解を示し、動物愛護グループ Vier Pfoten や Buav は

法の抜け穴により動物実験が増加すると指摘している。欧州委員会の環境担当委員は、閣
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僚理事会における政治的合意は、健康と環境の保護において著しい進歩を遂げたとし、化

学品による健康リスクの削減と利用者や消費者が接触する物質について説明を受けた上で

の選択が可能となると評価した。加盟国の意見は様々で、英国の環境相は閣僚理事会での

修正案が環境保護グループにも受け入れられる内容であると自負した。一方、アイルラン

ドやポーランド、イタリア、スペイン、リトアニアなどは、 初、修正に反対したものの、

デンマーク、スウェーデン、ベルギーが認可に関する文言を軟化しないことに賛成の意を

示したことを受け、支持に転じた。 
 
欧州委員会の企業・産業担当委員は、理事会が「認可」に対し産業界に有利な条件に合意

するよう、裏で圧力をかけていたと言われているが、有害性の高い化学物質の認可に対す

る条件をやや強化することに加盟国が合意したことを受け、同委員も支持に回った。また、

内部関係者の話では、理事会に先立ち、欧州委員会の環境担当委員と企業・産業担当委員

や欧州委員会委員長、欧州議会中道右派の欧州人民党（EPP）代表らの間で REACH につ

いての議論が行われ、理事会内で形成されつつあるより軟化した認可ルールを受け入れる

よう環境担当委員にプレッシャーがかけられたとされる。 
 
産業界の反応は定かではないが、CEFIC は「概ね均衡がとれたものである」と評価してい

るものの、第二読会でのさらなる微調整を望んでいるもようである。 
 
（ⅵ）欧州委員会の発表による今後のスケジュール 

 
2006 年５月 理事会における 終的な合意（理事会による修正案を共通の立場として表明） 
2006 年秋 欧州議会における共通の立場の採択（第二読会） 
2007 年春 REACH 規則の施行 
2008 年 欧州化学庁による運用開始 
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⑩ 包装廃棄物指令（改正指令） 
 

1994 年 12 月発効の包装廃棄物指令（94/62/EC）79は、包装廃棄物による環境汚染の防止

と抑制を目指し、加盟国に使用済み包装物の返却や回収制度の導入を求め、リカバリー、

リサイクルについての目標レベルを設定したものである。ＥＵ域内で市場に出されるすべ

ての包装物と、使用される場所や放出される場所（産業、商業、事務所、店舗、サービス、

一般世帯など）やその素材にかかわらず、すべての包装廃棄物に対して適用される。同指

令により加盟国は、国内でのプログラムや包装の再利用を通じ、包装廃棄物の削減のため

の措置をとることが求められている。また、同指令付則には、再利用・再生・リサイクル

可能な包装物に関する必須要件が示されており、これらを満たした上で、包装材原料の削

減、再利用、リサイクル材料の使用などを規定する欧州規格の作成が促進されることとな

った。 
 
同指令は、さらに高い目標設定など強化が必要とされ、2004 年２月発効のＥＵ指令

2004/12/EC80により改正が行われた。改正指令では、リカバリー率が重量にして 低 60％、

リサイクル率で同 55％～80％を達成するというより高い目標値が設定され、さらに素材別

のリサイクル率の 低目標が定められた（表 24 参照）。また、加盟国は 2005 年８月 18 日

までに同指令を国内法に移管しなければならないとされた。 
 
この改正指令で設定された達成目標の期限は、2008 年 12 月末までとされたが、ギリシャ、

アイルランド、ポルトガルについては地理的条件などを考慮し、2011 年末までとされた。

新規加盟国については、国により 2012 年～2015 年までの期間が示されていたが、指令発

効後もこれについては検討されており、2005 年の改正指令 2005/20/EC81で延長達成期限が

設定された（表 24）。また、欧州委員会は 2005 年６月末までに、新指令施行の進行状況や

環境への影響などに関する報告書を提出するものとされていた。欧州議会と欧州閣僚理事

会は 2007 年末までに、2009～2014 年までの目標値を新たに設定し、その後は５年ごとに

新しい目標値を設定することとなっている。 
 

                                                   
79 Council Directive 94/62/EC of 15 December 1994 on packaging and packaging waste（Official Journal L 365, 

31.12.1994） 
80 DIRECTIVE 2004/12/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 February 2004 

amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste（2004 年２月 18 日付け Official Journal of 
European Communities L 47） 

81 DIRECTIVE 2005/20/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2005 
amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste 
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表 24： 包装廃棄物指令の目標と達成期限 
 1994 年指令（94/62/EC） 改正指令 

（2004/12/EC、2005/20/EC） 
リカバリー率、エネルギーの回収

を伴う廃棄物焼却所での焼却率 
50～65％ 低 60% 

リサイクル率 25～45％ 55～80% 
素材別のリサイクル率 15% ガラス：60% 

紙：60% 
金属：50% 
プラスチック：22.5% 
木材：15％ 
ギリシャ、アイルランド、ポルトガ

ル：2011 年 
ＥＵ旧加盟 15 ヵ国中上記以外の加

盟国 12 ヵ国：2008 年 

目標達成期限 ギリシャ、アイルランド、ポル

トガル：2005 年 
ＥＵ旧加盟 15 ヵ国中上記以外

の加盟国：2001 年 

マルタ：2013 年 
ポーランド：2014 年 
ラトビア：2015 年 
ＥＵ新規加盟 10 ヵ国中上記以外の

新規加盟国 7 ヵ国：2012 年 

出所： ＥＵ プレスリリース IP/05/1057（2005 年８月 18 日付） 

 
 
同指令に関する改正等の動きとしては、2005 年、上述の改正指令 2005/20/EC により新規

加盟国の目標達成期限の延長について決まったほか、2005 年３月 22 日付欧州委員会決定

2005/270/EC82により報告の提出様式が定められた。2004/12/EC 改正指令による新たな目

標設定などを反映したフォーマットが必要となったためである。2005/270/EC 委員会決定

では、加盟国は、包装廃棄物のリカバリー等に関するデータを毎年、該当年度終了後 18 ヵ

月以内に提供しなければならない（例：2003 年１年間のデータであれば同年末から 18 ヵ

月の 2005 年６月末まで）とされている。よって 2003 年分以降のデータは、同決定で定め

られたフォーマットに従って提出されなければならない。ただし新規加盟 10 ヵ国について

は、2004 年分以降のデータについて提出が求められている。この他、欧州規格の策定につ

いても進展があり、指令の必須要件を満たす包装材の欧州規格について 2005 年２月 19 日

付ＥＵ官報に通達が掲載された83。 
 
これまでのところ、多くの旧加盟国ですでに改正指令で設定された目標レベルが達成され

ている。しかし、2005 年８月 18 日というすでに国内法移行の期限については、これを遵

守し国内法制化を完了させたのは、オーストリア、ドイツ、ルクセンブルク、英国、チェ

コのわずか５ヵ国であった。 
                                                   
82 Commission Decision of 22 March 2005 establishing the formats relating to the database system pursuant to 

Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging waste 
(2005/270/EC) 

83 Commission communication in the framework of the implementation of the European Parliament and Council 
Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste (2005/C 44/13) 
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⑪ 環境責任指令 

 
（ⅰ）指令の概要 

 
ＥＵでは、ノルウェーの首都オスロ港での汚染や、スペイン北西部ガリシア地方の海岸沿

いで起きたプレステージ号沈没による海洋汚染など、環境に長期的にダメージを与え、従

来の被害対策では対応できない事故が相次いだ。「環境責任指令（Directive on 

Environmental Liability）84」は、これらの予期せぬ環境汚染への対応策として、環境責任

の枠組みを規定したもので、2004 年４月に採択された。環境責任指令の目的は、さまざま

な産業活動が原因で引き起こされる環境破壊について、ＥＵの「汚染者負担」の原則に則

り、企業や事業者にその賠償責任を負わせることである。 

 

同指令は、保護種や自然の生息環境85、水、土地の損壊をすべてを適用対象としている。環

境損壊をもたらすまたはもたらす可能性のある特定の危険な活動を行う事業者86は、損壊を

修復する責任を負い、「汚染者負担」の原則に則り修復にかかった費用を負担しなければな

らない。また、過失や怠慢によって保護種や自然の生息環境に損壊をもたらしたまたはも

たらす可能性のあるすべての事業者87も同様の義務を負う。ただし、以下のような場合は例

外として適用されない。また、過去に遡って適用されることもない。 

 

・ 武力紛争や敵対行為、内戦 

・ 不可避な特性の自然現象 

・ 防衛活動、自然災害からの保護活動よる環境損壊 

・ 核による事故 

・ 海での原油流出事故など（賠償責任が他の国際条約の適用範囲にあるもの） 

・ 拡散する性質のある汚染（空気汚染や硝酸汚染など） 

 

同指令では、環境損壊の予防および修復のための行動についても規定している。事業者は、

当該の事業活動が環境損壊をもたらす可能性がある場合や実際に損壊してしまった場合に

は、直ちに予防・修復措置をとることが義務付けられている。所轄当局は、損壊に対する

                                                   
84  DIRECTIVE 2004/35/CE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 April 2004 on 

environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage（2004 年４月 30
日付 Official Journal L143） 

85  指令 92/43/EEC および指令 79/409/EEC で規定した種および生息環境を指す。 
86  同指令付則 III に記載された事業者。 
87  同指令付則 III に記載された事業者以外も含む。 
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責任を負う者の特定や損壊の程度の評価、損壊の修復のための措置の決定などの任務を担

っている。所轄当局は、事業者に対して、損壊に関する情報提供の要請のほか、必要な予

防・修復措置の実施要請、事業者がとるべき予防・修復措置に関する指示などを行う。予

防・修復のためにかかった費用は「汚染者負担」の原則に基づき、事業者が負担する。 

 

同指令では、個人や NGO などの公益法人が、所轄当局に対して、環境損壊への適切な対処

を実施するよう要請する権利を与えている。ある事象に対して所轄当局の対処を要請する

には、当該の事象に関する関連情報やデータを提出しなければならない。所轄当局は、こ

のような要請に対し、対処の必要性を検討し、かつ対処についての決定を直ちに要請者に

伝えることが義務付けられている。また、個人や法人は、所轄当局の決定や対処の履行・

不履行などの手続きや合法性について、司法に訴えることができる。 

 

また、環境損壊の予防・修復費用の回収は「汚染者負担」の原則に基づくものであるが、

事業者の支払い能力の欠如は、大きな阻害要因となる。一方、企業としては、損害賠償保

険への加入義務が生じるかどうかは非常に重要な問題である。同指令では、事業者に金融

保証をかけることを要求しておらず、加盟国に対して、当該の事業者が支払い不能な場合

に賠償責任への対処のために金融保証を利用できるような金融メカニズムを含む金融保証

製品や市場の開発を奨励する措置を講じるよう命じている。これは、ＥＵには純粋に環境

損壊に関係した金融保証製品がまだ存在していないことや、現段階では、環境の損壊や修

復コストについての情報が広く利用可能ではないため、保険会社がこのような製品を開発

することは依然として難しい状況にあることなどが背景となっている。欧州委員会は、2010

年４月 30 日までにこのような金融保証製品の利用可能性や費用、条件などについて報告す

る義務を負っており、状況次第では同指令の改正の必要性が検討されることになる。 

 

なお、加盟国は、同指令の要件に従った国内法規制や管理規定を 2007 年４月 30 日までに

施行しなければならない。 

 
（ⅱ）最近の動向 

 
企業の保険加入義務に関しては、同指令が採択されるまでの段階においても大きな問題と

なっていたが、同指令施行後も、産業界をはじめ加盟国では環境損壊に対する保険の扱い

についての議論が続いている。同指令では、加盟国は 2007 年４月 30 日までに同指令を国

内法規制に取り込むことになっているが、金融保証についてはオプションとされ、2010 年
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の欧州委員会による見直しまで持ち越されることになった。ただし、企業に賠償責任保険

への加入を強制するかどうかについての見直しが予定どおり2010年に実施されるかどうか

も疑問視されている。 
 
2005 年５月に行われた Academy of European Law（ERA）のセミナー88では、英国の環

境・食料・農村地域省の環境責任指令担当官が、見直しが実施される 2010 年までに金融保

証製品市場が十分に開発される可能性は低く、このような製品の開発だけで 2010 年までは

かかる見通しであると述べている。ドイツの再保証会社Munich Reinsurance Companyは、

保険証券によって「汚染しない」という意欲が低減するのではないかという懸念を示す一

方、このような状況を想定し、企業努力を維持するためには保証内容に価格差をつけるこ

とで対応可能ではないかと見ている。 
 
今後は、同指令の国内法制化の期限である 2007 年４月 30 日、また金融保証に関する欧州

委員会の見直し期限である 2010 年４月 30 日をターゲットとしてＥＵおよび各加盟国でこ

れらの問題への対応が迫られる。 
 
 

                                                   
88  ＥＵの環境関連の法律家や政府環境担当官などにより、同指令の産業界に対するインパクトや実施上の

問題点に関して討議が行われた。 
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（５）環境税 
 
① ＥＵの環境関連税 

 
環境税は、「汚染者負担」の原則を導入するためのコスト効果の高い手段として評価されて

おり、その導入はＥＵ加盟各国レベルで進められている。ただし、環境税に対する定義は

固まっておらずＥＵおよび加盟国間でも統一されていない。また必ずしも税金の形態を取

らず、課徴金もあわせて環境税と呼ぶことが多い。一般に環境税と呼ばれるものには、エ

ネルギー製品や車両税などＥＵ内でも多くの国で導入されているもののほか、ディーゼル

自動車の走行によって排出される NOX（二酸化窒素）、廃水、埋め立て税、パッケージ、電

池などに対するものがある。 
 
ＥＵ全体では、環境に関わる課税で規制があるものはほとんどなく、1992 年より鉱物油に

対してＥＵ統一の 低税率が規定されていた89だけであった。しかし、これに定められた

低税率の引き上げや課税対象の拡大などは長期にわたり協議されており、2004 年１月１月

にはエネルギー税共通枠組み指令（2003/96/EC）90が発効した。同指令は 1997 年から協議

が重ねられてきたもので、2003 年３月 20 日のＥＵ蔵相理事会において政治的合意に至っ

たものである。同指令では、 低税率の規定対象を石炭、天然ガス、電力に拡大する一方、

石油製品に対する現行 低税率を引き上げた。より広範なエネルギー製品分野で 低税率

を導入することにより、エネルギー価格を上昇させ、エネルギー利用の効率化と再生可能

エネルギーの活用を促進することが主な狙いとなっている。 
 
表 25 には、エネルギー税共通枠組み指令で定められた 低税率を従来の 低税率とともに

示した。同指令では、従来の自動車燃料についてはＥＵ統一の 低税額が引き上げられた

が、再生可能エネルギーについては対象外となっている。加盟国は、自国の税率が指令で

規定された 低税率を下回っている場合、規定の移行期間内にその差を縮小していくこと

が求められている。ただし、差が新 低税率の３％を超えない場合は、加盟国は当該国の

税率調整を移行期間の満了時まで待つことができる。また、加盟国に対し、再生可能な資

源から作られた燃料（自動車燃料とは特定していない）については課税を減免することを

認めている。 
 
同指令では特定の加盟国や産業などに対し多くの移行措置や優遇措置が設定されている。

各加盟国は、移行期間に加え、欧州委員会の提案を基にしたＥＵ理事会の事前レビューを
                                                   
89 Council Directive 92/81/EEC of 19 October 1992 on the harmonization of the structures of excise duties on 

mineral oils, Council Directive 92/82/EEC of 19 October 1992 on the approximation of the rates of excise duties 
on mineral oils (Official Journal L 316, 31/10/1992) 

90 Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of 
energy products and electricity（2003 年 10 月 31 日付け Official Journal of European Communities L 283） 
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条件に、2006 年 12 月 31 日まで様々な低減を適用することも認められている。さらに、移

行措置にもかかわらず新 低税率の導入が困難な国は、価格崩壊を避けるため、移行期間

を 2007 年１月１日までとすることができる。さらに産業分野別では、加盟国は、農業、園

芸業、養魚業、森林業において使用されるエネルギー製品および電力に対し、 低ゼロの

税率を適用することができることになっている。新規加盟国に対する移行措置については、

加盟交渉で交渉・合意がなされ、別途規定された。2004 年春に、新規加盟国への同指令適

用の一時的免除もしくは減免措置について、指令の改正が発表されている91。 
 
表 25： ＥＵにおけるエネルギー製品の 低税額 

■ 自動車燃料(1) 
2003 年 3 月末までの 

低税額 
2004 年 1 月 1 日以降の

低税額 
2010 年 1 月 1 日以降の

低税額 
有鉛ガソリン（€/1000 ㍑） 337  421(2)  421 
無鉛ガソリン（€/1000 ㍑） 287  359  359 
ディーゼル（€/1000 ㍑） 245  302(3)  330(4) 
灯油（€/1000 ㍑） 245  302  330 
LPG（€/1000 kg） 100  125  125 
天然ガス 100 (€/1000 kg) 2.6 (€/GJ) 2.6 (€/GJ) 

■ 商工業に使用される燃料 
2003 年 3 月末までの 

低税額 
2004 年 1 月 1 日以降の

低税額  

ディーゼル（€/1000 ㍑） 18  21  
灯油（€/1000 ㍑） 18  21  
液化石油ガス（LPG）（€/1000 kg） 36  41  
天然ガス 36（€/1000 kg） 0.3（€/GJ）  

■ 暖房燃料・電力(5) (6) (7) 
2003 年 3 月末までの 

低税額 
2004 年 1 月 1 日以降の

低税額（事業向け）

2004 年 1 月 1 日以降の

低税額（非事業向け）

ディーゼル（€/1000 ㍑） 18  21(8)  21 
重燃料油（€/1000 kg） 13  15  15 
灯油（€/1000 ㍑） 0  0  0 
液化石油ガス（LPG）（€/1000 kg） 0  0  0 
天然ガス（€/GJ） なし  1.5  0.3 
石炭、コークス（€/GJ） なし  0.15  0.3 
電力（€/MWh） なし  0.15  1.0 
(注)  ポルトガルは、アゾレス諸島およびマデイラ島で消費されるエネルギー製品および電力に対し、これら地域が離島

であり分散している地理的特性の結果生じる輸送コストを補填するため、当指令に規定される 低税率よりも低い

税率を適用することができる。 
 フランスは 2009 年 1 月 1 日まで、中央政府、州政府、地方自治体や公法により管理されるその他の機関の公共機

関としての活動または取引において使用するエネルギー製品および電力に対し、全面的または部分的免除を適用す

ることができる。 
(1)  ギリシャは、レスボス島、ヒオス島、サモス島、ドデカニソス諸島、キクラデス諸島、および以下のエーゲ海諸島

（タソス、北ソポラデス、サモトラケ、スキロス）の領域で消費される推進用の軽油およびガソリンに対し、当指

令に規定される 低税率よりも 高で 1,000 リットル当たり 22 ユーロ低い税率を適用できる。  
(2)  ギリシャは、ガソリンに対する新 低税率を 2010 年 1 月 1 日までに決定する。 
(3)  加盟国は、ディーゼル油について、欧州共同体の新たな 低水準を遵守し、商業用の税率が 2003 年 1 月 1 日時点

の全国レベルを下回らない限りにおいて、商業目的・非商業目的の使用で区別することができる。低硫黄燃料に対

しても同様の措置をとることができる。 
フランスは 2005 年 1 月 1 日まで、商用車に使用されるディーゼル燃料に対し、別途税率を定めることができる。

ただし、2003 年 3 月 1 日以降は 1,000 リットル当たり€380 を下回ってはならない。イタリアは 2005 年 1 月 1 日

                                                   
91 Council Directive 2004/74/EC of 29 April 2004 Amending Directive 2003/96/EC as regards the possibility for 

certain member states to apply, in respect of Energy products and electricity, temporary exemptions or reductions 
in the levels of taxation および 
Council Directive 2004/75/EC of 29.4.2004 amending Directive 2003/96/EC as regards the possibility for Cyprus 
to apply, in respect of energy products and electricity, temporary exemptions or reductions in the levels of 
taxation（ともに OJ L 157 , 30/04/2004） 
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までは陸上運輸業者が使用する燃料に対しては間接税率の引き下げを適用できるが、2003 年 1 月 1 日以降は、重量

3.5ｔ～11.5ｔの車両については 1,000 リットル当たり€360 を、重量 11.5ｔ以上の車両ついては€343 を下回っては

ならない。2004 年 1 月 1 日以降は€370 を下回ってはならない。 
スペイン、ベルギー、オーストリアは 2007 年 1 月 1 日までに、€302 の税率に調整し、2012 年 1 月 1 日までに€330
に達すること。ルクセンブルグおよびポルトガルは 2009 年 1 月 1 日までに、ギリシャは 2010 年 1 月 1 日までに

€302 の税率に調整し、3 ヵ国とも 2012 年 1 月 1 日までに€330 に達すること。これら 5 ヵ国は、推進用に使用され

る軽油の商業使用については、2003 年 1 月 1 日時点の当該国の税率を引き下げないことを条件に、1,000 リットル

当たりの税率が€287（ルクセンブルグおよびポルトガルは€272、ギリシャは€264）を下回らない範囲で、2009 年

12 月 31 日まで特別低率を適用できる。またこれらの国は、2010 年 1 月 1 日から 2012 年 1 月 1 日までの期間、推

進用に使用されるディーゼルの商業使用については、2010 年 1 月 1 日時点の当該国の税率を引き下げないことを条

件に、1,000 リットル当たりの税率が€302 を下回らない範囲で特別低率を適用できる。スペイン、ポルトガル、ギ

リシャについては、2012 年 1 月 1 日まで、推進用に使用される軽油の商業使用に適用される特別税率をタクシーに

も適用することができる。 
(4) 2013 年 1 月 1 日以降の 低税率については、ＥＵ理事会が 2012 年 1 月 1 日までに、欧州委員会の報告書および提

案を基に決定する。  
(5)  ポルトガルは 2010 年 1 月 1 日まで、電力に対する税率において全面免除または一部免除を適用することができる。

ギリシャは 2010 年 1 月 1 日まで、現行の電力税制をインプット方式からアウトプット方式に転換するための移行

期間を設定することができる。  
(6)  アイルランドは 2008 年 1 月 1 日まで、電力に対する税率において全面・一部免除または割引を適用することがで

きる。 
(7)  フランスは 2009 年 1 月 1 日まで、現行の電力税制を当指令の規定に適合させるための移行期間を設定することが

できる。移行期間中、当指令で設定した 低税率について評価する際、現行の地方レベルの電力税の全国平均を考

慮に入れる。 
(8)  2003年 1月 1日時点で暖房用軽油にモニタリング料金を適用することを認可されている加盟国は、暖房用軽油 1,000

リットル当たり€10 の割引税率を適用し続けることが可能である。ＥＵ理事会がこの率が競争歪曲を回避するには

低すぎると判断すれば、この認可は 2007 年 1 月 1 日付けで廃止されることになる。  

出所： 欧州委員会プレスリリース（IP/03/1456，2003 年 10 月 27 日付） 

 
 
② 加盟各国の環境税 

 
加盟国各国で導入されている環境税は、これまでエネルギーおよび交通関係に重点が置か

れてきた。しかし 近では、これら以外の分野での課税への関心も高まっており、環境に

関連する種々の要因に連結した課税が増えてきている。たとえば、エンジンサイズや CO2

排出などに連結した自動車税、危険物など特定の廃棄物に対する税、パッケージ税、PVC
およびフタレート税、溶剤税などがある。またこれらの税が汚染者に対して課税するのに

対し、多くの国で、環境に有害な影響を与えない場合にはインセンティブとして付加価値

税を軽減するという手法も取られている。表 26 には、ＥＵ加盟各国における環境税と付加

価値税による環境インセンティブについて示した。旧加盟国では、近年になり、CO2 排出

や燃料中の硫黄含有分に対する課税などが増えている。新規加盟国でも、環境税の導入は

進んでいる。特に大気汚染に対する課税が進んでおり、パッケージ税、原材料に対する課

税なども多く見られる。 
 
また近年の傾向としては、交通インフラと環境とをよりよい形で結びつけるための課税や

課徴金の開発・導入が見られる。ドイツでは、大型トラックなどの重貨物運搬車に対する

使用距離に応じた高速道路使用料徴収制度が導入され、2005 年に本格開始となった。普通

乗用車に比べ、大型トラックが引き起こす道路表面へのダメージは非常に大きく、高速道
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路の運営・維持上の費用にも影響していたためである。スイスでも同様の課金制度が導入

されている。2003 年２月、英国・ロンドンで導入された都心への自動車乗り入れに課金す

る混雑税（Congestion charge）は、交通混雑緩和を主要な目的としたもので、成功を収め

ている。オランダなどで同様の課税制度の導入が検討されている。 
 
表 26： ＥＵ加盟国における環境税と付加価値税における環境インセンティブ（2004 年） 
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出所： Using the market for cost-effective environmental policy, EEA Report No1/2006 および 
”VAT Rates Applied in the Member States of the European Community (Situation at 1st February 2006)”, 

European Commission Directorate-General Taxation and Customs Union Tax Policy より作成 
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（６）ＥＵエコラベル 
 

① ＥＵエコラベル・スキームの概要 

 
ＥＵのエコラベル制度は、1992 年３月 23 日付理事会規則92に基づき開始さ

れたもので、日常的に使用される消費財（食品・飲料、医薬品を除く）およ

びサービスを対象とした任意のスキーム（Community eco-label award 
scheme）となっている。同規則は、2000 年に改正され93、これが現行の規

則となっている。エコラベルのロゴは右のとおりで、「フラワー」エコラベル

などとも呼ばれる。スキームには、ＥＵ加盟国とノルウェー、アイスランド

が参加している。 
 
このエコラベル制度は、同一製品グループに属する他の製品と比較し、環境に対する負荷

を低減する製品の促進、これによる資源の有効活用と環境保護への高レベルな貢献を目的

としている。環境に関連する一定の条件を満たした製品にエコラベルの使用を認めること

により、企業側の環境保護への貢献を促進させる一方、消費者に環境フレンドリーな製品

であること伝達し、製品の需要、供給両サイドから環境に優しい製品の促進を図る。ただ

し、フラワー・エコラベルの取得は任意であり、取得するかしないかは、企業の自己判断

にゆだねられている。 
 
対象製品のカテゴリーは、洗剤、家電製品、衣料品、紙製品、住宅・ガーデニング用品、

衣料品、観光（レジャー）用品・サービス、潤滑剤となっており、2005 年末時点で 23 品

目（製品群）について取得のための基準が確立されている（表 29 参照）。エコラベル取得

のための基準は、製品ライフサイクルを通じて見た環境に関する包括的研究に基づき設定

されるもので、技術的な進歩や動きの速い市場の動向をかんがみて、通常３年で見直しが

行われることとなっている。現在の 23 品目に加え、新たな製品群についても基準を確立中

であり、サービス分野も含め、今後、対象製品の拡大が期待されている。 
 
ＥＵエコラベルの取得申請は、スキーム参加各国にある管轄当局のうちの１つに対し行う。

各国における同スキームのアクセス・ポイントとなっている管轄当局が、各国レベルでの

スキームの運営に責任を負っている。 
 
取得にかかる費用は、申請費用と年間ラベル使用料で構成されている。これについては、

                                                   
92 Council Regulation (EEC) No 880/92 of 23 March 1992 on a Community eco-label award scheme 
93 Regulation (EC) No 1980/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 on a revised 

Community eco-label award scheme 
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欧州委員会決定 2000/728/EC にて規定されているが94、この中では、同制度をより幅広い

企業に向けて促進するため上限を設け、中小企業や、開発途上国を国籍とする企業からの

申請に対し 25％の割引なども設定されている。また、EMAS 登録企業または ISO14001 取

得企業については、年間使用料に対し 15％の割引がある。2003 年の同決定の改正では95、

ISO14024 の一般要件に沿ったエコラベルをすでに取得している製品については、30%まで

の割引が認められることとなった。 
 
表 27： エコラベルの取得費用  

種類 費用 割 引 
1. 申請費 €300～€1,300 • 中小企業・開発途上国の場合、25%割引 
2. エコラベルの年間使用料 

 
€500～€25,000＊ 

 

当該製品のＥＵ域内

における売上額※の
0.15% 

• 中小企業・開発途上国の場合、25%割引 
• EMAS 登録を行っている企業および ISO 14001 取

得企業の場合、15％割引 
• その他各国管轄当局の裁量による割引： 

• 特定製品群につき各加盟国内 初の応募者 3 件

に 25%までの割引 
• ISO 14024 の一般要件を満たすその他のエコラ

ベルを取得している製品に 30%までの割引 
※ 製品の場合は工場出荷時の価格、サービスの場合はサービスの価格をベースとする 
＊ １製品群当たり 

出所： 欧州委員会環境総局および関連指令を基に作成 

 
その他、ＥＵ加盟国で環境への負荷の少ない製品等に使用される主要なエコラベル制度に

は、ドイツの「ブルーエンジェル（Blauer Engel）」や北欧の「ノルディック・スワン」が

ある。ブルーエンジェルは、1977 年に創設された も長い歴史を有するエコマークで、現

在約 80 の製品カテゴリーに対し、約 3,700 品目の製品・サービスにブルーエンジェルが付

与されている96。欧州で も成功を収めているエコラベル制度とされており、ドイツ全体で

の認知度も高い。一方、ノルディック・スワンは、1989 年以降、北欧５ヵ国（スウェーデ

ン、ノルウェー、フィンランド、アイスランド、デンマーク）で導入されているもので、

欧州ではブルーエンジェルに次ぎ歴史あるエコラベルとして認知されている。2006 年２月

には、オランダでもノルディック・スワンの取得を推奨していくという協力の合意がなさ

れ、北欧以外にも拡大することとなっている。 
 
 
② ＥＵエコラベルの現状 

 
2005 年春には、新たな製品群２品目に対し取得基準が採用され、４品目について基準の改

                                                   
94 Commission Decision of 10 November 2000 establishing the application and annual fees of the Community 

Eco-label (2000/728/EC) 
95 Commission Decision of 22 May 2003 amending Decision 2000/728/EC establishing the application and annual 

fees of the Community eco-label (2003/393/EC) 
96 ブルーエンジェル・ウェブサイトより（www.blauer-engel.de）。 
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訂が行われた。新たに基準が確立されたのは、キャンプ場（サービス）と潤滑油で、キャ

ンプ場は４月 29 日付け官報に97、潤滑油は５月５日付け官報98に欧州委員会決定として基

準が発表された。改訂されたのは、ポータブルコンピュータとパーソナルコンピュータ、

手洗い用食器洗い洗剤、多目的クリーナーの４品目で、いずれも５月４日付官報に発表さ

れた99。多目的クリーナーには窓用洗剤が含まれることとなった。 
 
これらを併せ、2005 年 12 月末時点で、23 の製品群に対して取得のための基準が確立され

ており、うち 19 製品群に対して延べ 289 社、約 794 製品がフラワー・エコラベルを取得し

ている。 も取得が多い製品群は繊維製品で、64 企業が取得している（表 28 参照）。国別

ではイタリアが も多く、特に 2005 年に取得企業が増加し 82 件となった。また新規加盟

国の取得企業も出てきており、2005 年２月には、チェコ、ハンガリー、リトアニア、ポー

ランドで各国初の取得企業が出ている。 
 
とはいえ、ＥＵのフラワー・エコラベルは、その認知度が全般に低く、また独自のラベル

制度を持つ国には必要とみなされていないこともあり、概して普及度が低いことがこれま

でを通じ問題視されてきた。このような中、改善のための見直し、あるいは廃止の検討と

いった議論も出てきている。一方で、製品のライフサイクル全般を通じて潜在的な環境に

対するインパクトを評価する包括的なアプローチによって基準が確立されるフラワー・ス

キームは、持続可能な製品・消費活動の促進を目指す広範な戦略の一部と捉えられるよう

にもなってきている。ライフサイクルのすべての段階を検討し製品の環境パフォーマンス

を向上させることを狙った統合製品政策のフレームワークでは、経済的措置や法的措置、

自主協定など種々のツールを組み合わせた対応が必要とされており、エコラベルもこのツ

ールの１つと考えられている。統合製品政策の目標達成に貢献するツールとして見直され

る可能性が出てきた。2005 年末時点でのＥＵエコラベルの取得情況については、以下の表

を参照のこと。  

                                                   
97 2005/338/EC: Commission Decision of 14 April 2005 establishing the ecological criteria for the award of the 

Community eco-label to campsite service 
98 2005/360/EC: Commission Decision of 26 April 2005 establishing ecological criteria and the related assessment 

and verification requirements for the award of the Community eco-label to lubricants 
99 Commission Decision of 11 April 2005 establishing ecological criteria and the related assessment and verification 

requirements for the award of the Community eco-label to personal computers (2005/341/EC) 
Commission Decision of 11 April 2005 establishing ecological criteria and the related assessment and verification 
requirements for the award of the Community eco-label to portable computers (2005/343/EC) 
2005/342/EC: Commission Decision of 23 March 2005 establishing revised ecological criteria for the award of 
the Community eco-label to hand dishwashing detergents、2005/344/EC: Commission Decision of 23 March 2005 
establishing ecological criteria for the award of the Community eco-label to all-purpose cleaners and cleaners for 
sanitary facilities 



 

表 28： 国別、製品グループ別に見たＥＵフラワー・エコラベルの取得状況（2005 年 12 月 31 日時点） 
 AT BE CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU ICE IE IT LT LV LX MT NL NO PL PT SE SI SK UK 計 
洗濯機      0 
食器洗い機   1    1 
冷蔵庫     1 1 
ペンキ・ニス   2 4 6 7 1 12   8 3 6 1 50 
肥料・土壌改良剤  1 1 1 13   1 2  19 
ティッシュペーパー   3 1   9 1 1 1 16 
コピー用紙   1   5  6 
自動織機洗い機洗剤   2   3 1 1  7 
洗濯用洗剤   1 2   7 1  11 
電球   1    1 
繊維製品 1 1 1 2 27 1 3 1 7   10 1 1 7 1 64 
靴類   1 1   9  11 
ベッドマットレス   2 5    7 
パーソナルコンピュータ      0 
ポータブルコンピュータ      0 
多目的／トイレ・バス用洗剤 3 1 2 4 2 5   6 1 1 1 26 
手洗い用食器洗い洗剤  1 1 4   8 1  15 
テレビ   1    1 
床材   2   2  4 
観光宿泊施設 5  2 5 1 2 1   14 6 2 1  39 
掃除機      0 
潤滑油   1    1 
キャンプ場 3  2 4    9 
計 12 4 0 1 13 53 0 14 19 3 45 1 0 0 82 0 0 0 0 11 3 3 5 15 0 0 5 289 
AT：オーストリア、BE：ベルギー、CY：キプロス、CZ：チェコ、DE：ドイツ、DK：デンマーク、EE：ギリシャ、ES：スペイン、FI：フィンランド、FR：フランス、HU：ハンガリ

ー、ICE：アイスランド、IE：アイルランド、IT：イタリア：LT：リトアニア、LV：ラトビア、LX：ルクセンブルク、MTマルタ、NL：オランダ、NO：ノルウェー、PL：ポーランド、

PT：ポルトガル、SE：スウェーデン、SI：スロベニア、SK：スロバキア、UK：英国 

出所： 欧州委員会環境総局および Eco-label ウェブサイト（www.eco-label.com）
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表 29： ＥＵフラワー・エコラベルの開発・取得状況（2005 年 12 月 31 日時点） 
取得企業数  製品分類（取得基準制定年，改定年）および 

取得要件 企業の国籍
国別 計 

国数
取得 

製品数

オーストリア 3 
ベルギー 1 
ドイツ 2 
デンマーク 4 
スペイン 2 
フランス 5 
イタリア 6 
オランダ 1 
ポーランド 1 

多目的用クリーナー／トイレ・バス用クリーナー／窓用クリーナー

（2001 年、2005 年） 
• 製品の水生環境への影響が少ない 
• 生物分解性が高い 
• 特定の危険物質を含んでいない 
• 環境に優しい容器の設計・利用 
• 使用方法（量）、安全性アドバイス、含有物の情報などの消費者への使

用説明が示されている 
• 性能について、少なくとも従来の製品と同じであること 

英国 1 

26 10 113 

デンマーク 2 
イタリア 3 
オランダ 1 

自動食器洗い機用洗剤（1999 年、2003 年） 
• 製品の水生環境への影響が少ない 
• 特定の危険物質を含んでいない 
• 藻類の成長に対する影響が少ない 
• 生物分解性が高い 
• 環境に優しい容器の設計・利用 
• 使用方法（量）、安全性アドバイス、含有物の情報など消費者への使用

説明が示されている 
• 性能について、少なくとも従来の製品と同じであること 

スウェーデン 1 

7 4 11 

デンマーク 1 
ベルギー 1 
フランス 4 
イタリア 8 

手洗い用食器洗い用洗剤（2001 年、2005 年） 
• 多目的用クリーナー／トイレ・バス用クリーナーに同じ 

オランダ 1 

15 5 23 

デンマーク 1 
フランス 2 
イタリア 7 

洗 

剤 

洗濯用洗剤（1995 年、1999 年／2003 年） 
• 自動食器洗い機用洗剤に同じ 
• 経済的かつ環境に優しい使用方法の情報・説明が含まれている 

オランダ 1 

11 4 28 

自動食器洗い機（1993 年、1998 年／2001 年） 
• 製品のエネルギー消費量が少ない（電力消費が約 40％低下） 
• 水量消費を大量に低減できる 
• 騒音水準が低い 
• 省エネモードがある 
• 高水準の性能を保証 
• 解体・リサイクルが容易 

ギリシャ 1 1 1 4 

冷蔵庫（1996 年、1999 年／2004 年／改正案検討中） 
• 製品のエネルギー消費量が少ない（電力消費が約 60％低下） 
• 高水準の性能を保証 
• 騒音水準が低い 
• 地球温暖化・オゾン破壊物質の使用を 少化 
• 使用後、メーカーが無料で回収 
• 解体・リサイクルが容易 
• 補修用部品は製造中止後 12 年間入手可能であることを保証 

韓国（英国で取

得） 
1 1 1 1 

テレビ（2002 年） 
• 使用中、スタンバイ状態でのエネルギー消費が少ない 
• 環境および健康に影響する有害物質の含有が少ない 
• 使用後、メーカーが無料で回収 
• 環境に優しい使用方法説明書を付属 
• 製品の耐用性を高め、リサイクルを容易にする設計 

スペイン 1 1 1 2 

家
電
製
品 

電球（1995 年／1996 年、1999 年／2002 年） 
• 製品寿命が５年～９年（１万時間）で白熱電球の 10 倍 
• 電力消費量が白熱電球の５分の１ 
• スイッチを入れた時にチカチカしない 
• 水銀含有量が微量 
• パッケージの 低 65％にリサイクル素材を使用 
• １万時間使用後、70%または 90%（電球のタイプによる）の照明能力が

あることを保証 

デンマーク 1 1 1 1 
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オーストリア 1 
ベルギー 1 
チェコ 1 
ドイツ 2 
デンマーク 27 
ギリシャ 1 
スペイン 3 
フィンランド 1 
イタリア 10 
フランス 7 
ノルウェー 1 
ポルトガル 1 
スウェーデン 7 

繊維製品（衣料・ベッドリネン・室内用織物）（1999 年、2002 年）
• 繊維生産過程で水生環境や大気に悪影響を及ぼす有害物質を制限 
• アレルギーのリスクが低い 
• 従来の製品以上に縮まない 
• 色落ち、乾燥機の摩擦、日光による色あせに対する耐性が従来の製品と

変わらない 
 

英国 1 

64 14 113 

スペイン 1 
フランス 1 

衣
料
品 

靴類（1999 年、2002 年） 
• 特定の化学物質によるアレルギーのリスクが少ない 
• 製造過程の水質・大気汚染が少ない 
• パッケージにリサイクル素材を使用 
• 耐用期間が少なくとも従来の製品と変わらない 

イタリア 9 

11 3 14 

フランス 1 
ドイツ 3 
イタリア 9 
オランダ 1 
スウェーデン 1 

ティッシュペーパー（1994 年、1998 年／2001 年／改正案検討中）
• 特殊リサイクル繊維を使用して製造された製品 
• バージン紙ファイバーは持続可能な管理を実施している森林を源とす

る 
• 製造過程において硫黄・CO2 の大気中への排出、水質汚染が少ない 

英国 1 

16 6 121 

イタリア 5 

紙
製
品 

コピー用紙（1996 年、1999 年／2002 年） 
• ティッシュペーパーに同じ デンマーク 1 

6 2 20 

デンマーク 2 ベッド用マットレス（1998 年、2002 年） 
• アレルギーのリスクが低い 
• 製造時の水質・大気汚染が少ない 
• 危険物質の残留が 低限 
• 製品中にオゾン破壊物質が存在しない 
• 耐用期間が従来の製品と変わらないことを保証 

ギリシャ 5 
7 2 43 

ドイツ 2 
デンマーク 4 
フィンランド 1 
フランス 12 
ギリシャ 6 
イタリア 8 
ポルトガル 3 
スペイン 7 
スウェーデン 6 

室内用ペンキ／ニス（1995 年、1998 年／2002 年） 
• 白色顔料の量が少ないが十分に表面を覆うことができる 
• 顔料が厳格な環境基準に沿って生産されている 
• 製品からの溶剤放出が少ない 
• 重金属、発癌性・有毒物質を含んでいない 

英国 1 

50 10 167 

ベルギー 1 
デンマーク 1 
スペイン 1 
フランス 13 
イタリア 1 

肥料・土壌改良剤（1994 年、1998 年／2001 年） 
• リサイクルされた有機物を使用した製品 
• 製品中の重金属や殺虫剤残留物が土壌を汚染しない 
• バクテリアを含んでいない 
• 悪臭を発しない 
• ガラス・金属を含んでいない 
• 雑草の種子を含んでいない 
• 低 20％の有機物を含有している 

ポーランド 2 

19 6 20 

スペイン 2 

住
宅
・
ガ
ー
デ
ン 

床材（2002 年） 
• 製造時の水量・エネルギー消費が少ない 
• 健康・環境に危害を及ぼす危険物質の残留が 低限 
• 空気・水への有害な排出が少ない 
• 廃棄物管理に関する説明書を付属 

イタリア 2 
4 2 65 

オーストリア 5 
ドイツ 2 
デンマーク 5 
ギリシャ 1 
スペイン 2 
ハンガリー 1 
イタリア 14 
オランダ 6 
ノルウェー 2 

観 

光 

観光宿泊施設サービス（2003 年） 
• エネルギー消費を制限している 
• 水の消費を制限している 
• 廃棄物産出を制限している 
• 再生可能資源と環境により害の少ない物質の利用を奨励している 
• 環境に関するコミュニケーションや教育を促進している 

ポルトガル 1 

39 10 34 
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オーストリア 3 
ドイツ 2 

 キャンプ場サービス（2005 年） 
• 観光宿泊施設サービスに同じ 
• サービスが健全な環境を創出している デンマーク 4 

9 3 10 

潤

滑

油 

潤滑油（2005 年） 
• 使用時、水生環境および土壌への影響が少ない 
• CO2 排出削減 
• 再生可能な原材料の使用割合が高い 
• 特定有害物質を含有しない 
• 製品パフォーマンスが高い 

フィンランド  1 1 1 4 

■ 取得基準は存在するが、取得が行われていない製品分野 

パーソナルコンピュータ（1999 年、2001 年、2005 年） 
• 使用中、スタンバイ状態でのエネルギー消費が少ない 
• 環境および健康に影響する有害物質の含有が少ない 
• メーカーは、製品リサイクル等の際、無料で回収 
• 部品の交換などが容易な設計とし製品寿命を延長できる 
• 節電モードの使用推奨などの環境に優しい使用法、アドバイス等の情

報提供 

洗濯機（1993 年，1996 年／1999 年） 
• 製品のエネルギー消費が少ない（電力消費が約 50％低下） 
• 高水準の性能を保証（洗い、脱水） 
• 水消費を約 40%低減 
• 騒音水準が低い 
• 環境および健康に影響する有害物質の含有が少ない 
• 使用後、メーカーが無料で回収 
• 環境に優しい使用方法説明書を付属 
• 設計解体・リサイクルが容易 
• 補修用部品は製造中止後 12 年間入手可能であることを保証 

ポータブルコンピュータ（1999 年、2001 年、2005 年） 
• 使用中、スタンバイ状態でのエネルギー消費が少ない 
• 環境および健康に影響する有害物質の含有が少ない 
• メーカーは、製品リサイクル等の際、無料で回収 
• 部品の交換などが容易な設計とし製品寿命を延長できる（バッテリー

やパワーサプライ等の部品は製造中止後３年間入手可能であることを

保証） 
• 節電モードの使用推奨などの環境に優しい使用法、アドバイス等の情

報提供 

掃除機（2003 年） 
• エネルギー消費・天然資源に関連する環境破壊が少ない 
• 耐用性、リサイクル容易性、維持容易性が高い 
• 危険物質の含有が少ない 
• 環境に も優しい使用方法に関する説明書を付属 

■ 現在、エコラベルの取得基準を現在作成中の製品分野 

• 家具 • 印刷紙製品 • シャンプー・せっけん • ヒートポンプ 

■ 今後、優先的にエコラベルの取得基準を作成することが予定されている製品分野 

• 印刷紙 • 紙製品・文房具 • 壁紙 • ゴミ袋・プラスチック袋 

• 買い物袋・手さげ袋 • 筆記用具 • 電話機 • コピー機 

• 小型家電製品 • ファッション・アクセサリー • 手袋 • 革製品 

• スポーツ用品 • 玩具・ゲーム • 包装材 • DIY 用品 

• 空調機器 • 暖房システム • 温水暖房システム • 断熱材 

• 建築資材 • 建設サービス • 小売サービス • ドライクリーナー 

• 金融サービス • 輸送サービス • 配達サービス • 自動車修理サービス 

• 自動車 • 台所用品・家庭用品 • 衛生用品（生理用品など）  

出所： 欧州委員会環境総局および Eco-label ウェブサイト（www.eco-label.com）の情報より作成 

 
 



 

 90 

２．ケーススタディ 
 
（１）エネルギー業界  ＢＰの環境政策 

 

① 環境対策の概要 

 

英国に拠点を置く石油･ガスなどエネルギー業界大手のＢＰは、持続可能な事業は責務であ

るとして、事業戦略においても持続可能なパフォーマンスを達成することを目標としてい

る。石油･ガス開発という事業活動がもたらす環境への影響を 小限にとどめ、各事業施設

のライフサイクルを通じて、責任ある活動を続けていくことも目標としている。 
 
環境問題に関しては、ＢＰは、1997 年京都議定書で締結された欧州での温室効果ガス削減

目標の実現に向けて中核を担ってきた企業である一方、「持続可能な発展のための世界経済

人会議（World Business Council on Sustainable Development）」100の主要メンバーを務

めている。同社は持続可能な開発を継続していくため、エネルギー効率、大気への有害物

質資排出、廃棄物・汚染などの管理を行うシステムを実施し、さらに、事業活動終了後の

使用済用地の閉鎖や再生を行うことも企業ポリシーの１つとしている。ＢＰの主な環境政

策を下記に示す。 
 

 

持続可能なエネルギー開発 
• 2004 年から 10 年間にわたる代替・持続可能なエネルギー開発 
 

大気汚染・廃棄物管理 

• 省エネ・エネルギー効率化対策 
• 温室効果ガス排出量削減 
• 危険物質の管理と削減 
 

環境マネジメント 

• サステイナビリティ・イン・アクション 
• グリーン・オフィス・イニシアティブ（GOI） 
• 用地再生・閉鎖 
 

 

                                                   
100 http://www.wbcsd.ch 
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② 持続可能なエネルギー開発 

 
ＢＰは、「ビヨンド・ペトロリアム（Beyond Petroleum）」と自社広告で謳っているように、

グリーンを意識した事業活動に力を注いでいる。例えば、2005 年 11 月には、代替･持続可

能エネルギー分野に対して、今後 10 年間に渡って 80 億ドルの増資を行うことを決定した。

その中心をなすのが、太陽光、風力、水素、コンバインド・サイクル・ガス・タービンと

いった４種の持続可能な資源開発であり、まず、第一段階として、今後３年間に渡り、各

分野の開発に対して 18 億ドルずつ資金を投入する。 

 
この決定に伴い、同社では、新たにＢＰ Alternative Energy を設立し、約 500 名の職員を

採用する予定となっている。ＢＰ会長の Lord Brown 氏は、新しい事業を設立する目的は、

「エネルギー部門における代替エネルギーで世界トップとなり、10 年間で事業を５-10 倍

成長させることだ。」としている。101 
 
太陽光発電に関しては、すでに販売を開始しており、2008 年までには 10 億ドルの事業と

なると見込まれている。現在のモデルの容量は、すでに 100 メガワットを超えているが、

2006 年末までには 200 メガワットまで容量を増大することを計画している。 
 
風力発電に関しては、オランダにウィンドファームを２施設有しているが、今後は英国内

にも建設を予定している。ＢＰが新たに着手する英スコットランドの天然ガス発電所は、

世界初の天然ガスを利用した水素発電所である。ここでは、北海油田で採掘される天然ガ

スの水素への変換が実施されるが、その過程では、同社の新技術である「カーボン・キャ

プチャ・プロジェクト（Carbon Capture Project）」を通じて、炭素を分離し、地下に再度

貯蔵する作業のほか、CO2 も 90％の高い割合で、分離・貯蔵される。この発電所は、350
メガワットの容量で稼働する。 
 

ＢＰでは輸送・交通手段に使用されるガソリンの開発や、自動車やバスなどにおける水素

燃料利用の開発も促進している。バイオ燃料に関しては、2004 年１月より、ドイツの

Gelsenkirchen にある精製施設で、なたねメチル・エステル（RME）の生産を始めている。

102これはなたね油とメタノールの有機物質をガソリンにブレンドしたものである。バイオ

燃料の割合を 2005 年までに２％、2010 年までに 5.75％まで増やすというＥＵ指令に沿っ

たものである。 

 

欧州では、欧州各都市の公共交通機関に水素燃料導入を促進する Clean Urban Transport 
                                                   
101 Financial Times, Nov 29 2005 
102 BP Refining & Petrochemicals GmbH, Alexander-von-Humboldt-Straße, 45896 Gelsenkirchen 

Tel. 02 09 / 60 43 -0 • Fax: 02 09 / 60 43 -77 50, Website（ドイツ語）: www.bprp.de 
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for Europe（CUTE）が始動しており、欧州委員会は 1,850 万ユーロを予算として割り当て

ている。ドイツでは、ＢＰが、ハンブルグとシュトゥットガルトの電気企業とパートナー

シップを組み、核燃料バスの運行を始めている。103 

 

さらに、ベルリンでは、ガソリンのサービスステーションを通じて、既存のガソリンと水

素燃料を提供するサービスも開始する。水素燃料に関する公共への情報提供や啓蒙を行う

ことを目標に掲げているが、実際のサービスでは水素燃料を濃縮ガスか液体として提供す

る。ＢＰは、次の企業や政府機関とパートナーシップを組んで、この事業に乗り出す。104 

 

• Linde, Norsk Hydro（水素技術） 
• 産業・運輸・環境問題省 
• BMW, ダイムラー・クライスラー、オペル、フォード（水素燃料使用車両 32 台を運行

予定） 
 

現在、燃料供給施設はロンドン、バルセロナ、ポルト、ハンブルグとシュトゥットガルト

の５都市にある。105 2006 年１月に終了予定であったロンドンを初めとする欧州各都市で

のバス試用運転は、さらに１年延長が決定している。106 

 

 

③ 大気汚染・廃棄物管理 

 
（ⅰ）省エネ・エネルギー効率化対策107 

 
ＢＰは自社コスト削減や汚染物質排出量削減につながるとして、事業活動やサプライチェ

ーンにおけるエネルギー消費量の削減をグローバルに進めている。とりわけ CO2 排出量削

減など、気候変動対策を実施するうえで、エネルギー消費量削減は、短期的に重要である

とみなす。 
 
2004 年には、事業活動に利用されたエネルギーの総消費量が、約 13 億 4,000 万 GJ（ギガ

ジュール）
108で、2003 年の消費量 13 億 6,000 万 GJ を下回った。これに対して、ＢＰが販

                                                   
103 http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/publications/reports/STAGING/ 

local_assets/germany/pdfs/clean_urban_transport_europe.pdf 
104 http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/publications/reports/STAGING/ 

local_assets/germany/pdfs/clean_energy_partnership_berlin.pdf 
105 http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/global_assets/downloads/H/ 

hydrogen_CUTE_insert_English_final.pdf 
106 http://www.bp.com/genericarticle.do?categoryId=120&contentId=7015687 
107 http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/global_assets/downloads/E/ 

ES_2004_Our_ops_Energy_efficiency_08_04.pdf 
108 仕事量、熱量及び電力量の単位であるジュールの 109倍。 
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売する製品のエネルギー量は、事業活動に利用されたエネルギーの総消費量の約 15 倍とな

っており、事業活動でエネルギー消費量が削減されていることを示すものとなっている。

ＢＰが運営する精製施設での 2004 年におけるエネルギー消費量も４億 7,000 万 GJ で、４

億 8,700 万 GJ であった 2003 年に比べて減少しているほか、パフォーマンスの改善率は、

2001 年以来 4.4%の改善となっている。 
 
また、採掘･製造工程に利用されたエネルギー消費量も、2003 年の５億 4,700 万 GJ に比べ

て減少しており、2004 年には５億 3,300 万 GJ となっている。なお、2003-04 年には、北

米や北海における生産が減少したため、エネルギー効率の改善割合も 3.7%減少した。2006
年には増産に転換すると見込まれている。ＢＰペトロケミカルズにおいては、2003 年は２

億 3,400 万 GJ、2004 年は２億 3,600 万 GJ であった。エネルギー効率の改善の割合は、2001
年以来 7.4%となっている。 
 
この他、2004 年には、３億 5,000 万ドルを投入し、エネルギー効率プログラムを開始して

いる。このプログラムでは、省エネに関するプロジェクトの提案が約 400 件集まり、この

うち、100 件強のプロジェクトに対して、5,000 万ドルが配分されている。 
 
今後 2012 年に向けてＢＰは、エネルギー効率プログラムの一環として、新しい石油･ガス

施設でのエネルギー効率技術の採用や、エネルギー管理能力の改善のためのプロジェクト

の特定化を行っていく予定である。 
 
 
（ⅱ）温室効果ガス排出量削減 

 

2005 年４月に発表したＢＰの環境レポート「サステイナブル・レポート 2004」109では、世

界が温室効果ガスを削減しながら、その一方で、開発途上国の需要を満たし、経済成長促

進を持続するためにエネルギー開発が不可欠な要素であるとすれば、そこには課題がある

としている。言い換えれば、同社が事業を拡大するにつれて、温室効果ガス排出量も増加

するという課題がある。 

 
まず、ＢＰは、温室効果ガス排出量削減対策として、排出の種類を下記に示す２つの種類

に区別している。 
 

• 生産施設、化学工場、精製施設、その他の事業活動による排出 

                                                   
109 http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/global_assets/downloads/S/Sustainability_Report_2004.pdf 
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• 自社製品を購入する消費者による排出110 
 

 
例えば、事業活動においては、ＢＰは、自社が生産する石油･ガスの 10%をエネルギー資源

として利用している。また、石油・ガスを燃焼することで生成され、かつ、水に溶けるこ

とで酸性物質となり酸性雨などの要因となっている窒素酸化物や二酸化硫黄は、同社によ

る排出量の約３分の１を占めている。2004 年の事業活動に起因する温室効果ガス排出量は、

2003 年比 170 万トン減の 81,70 万トンであった。 
 
2004 年には、前述のエネルギー効率・消費量削減策の実施、および、非メタン炭化水素を

収集・濃縮する蒸気リカバリーシステムの利用を通じ、有害物質排出量削減を実施した。

石油採掘・生産活動における、2004 年の CO2を除く有害物質の排出量削減量は、2003 年

比５％減の 524 トン、1999 年比 37%減の 937 トンとなっている。さらに、2001 年に比べ

て、2004 年の生産ユニット別エネルギー効率も改善されている。  

 

• 採掘・生産で５％改善 
• 精製施設で８％改善 
• ペトロケミカルで８％改善 
 
自社製品を購入する消費者による温室効果ガス排出に関して、ＢＰは、2004 年の排出量は

13 億 7,600 万トンであったと推定している。13 億 5,400 万トンであった 2003 年に比べて

みると横ばいである。消費者による温室効果ガス排出量の削減は複雑な課題であり、その

結果、同社では、低炭素製品を利用する低炭素社会を見据えた解決法を提示している。以

下に２つの解決策を示す。 
 
 
• 含有炭素量が以前よりも非常に少ない燃料を通じて、エネルギー消費者が必要とするエ

ネルギーを供給する   

（例）エネルギー資源のポートフォリオにおける天然ガスの占める割合を増やす 

 
• 消費者のエネルギー使用効率を向上させるような製品を提供する 
（例）同社の Product-Enabled Emissions Reductions programme（PEERs：製品によ

る排出削減プログラム）で、この考え方が採用されている。 

 
 

                                                   
110 http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9002335&contentId=3072045 
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2001 年以降、ＢＰは、供給するエネルギーに占める天然ガスの比重を増やしており、2004
年には 2001 年比 51％増の 61％となった。PEERs に関しては、その一環として、交通機

関のガソリンや潤滑油などの製品により、消費者がどれほど効率的にエネルギーを利用で

きるのかを研究している。 
 
この他、温室効果ガス排出量削減に関して、ＢＰが取り組んでいる活動は、ＥＵの排出権

取引スキームである。炭素税と異なり、キャップ・アンド・トレードモデルをベースにし

た排出枠割当方法は、一定量の排出量削減を確実なものにするだけでなく、健全な経営、

効率化、新技術の導入やその他業務プロセスの改善を通じて、排出量を削減することによ

る企業利益につなげることができる。同社は、排出取引活動を管理する排出市場グループ

を設置している。 
 
ＢＰは、2001 年に、排出量の 1990 年比 10％削減の目標を達成している。採掘・生産部門

も、取引制度参加後４年間で、35 万 3,500 トンの CO2排出量削減を目指していたが、開始

後２年で達成している。同社は、英政府より CO2相当量１トンあたり 53.37 ポンドを得て

いる。111  

 

ただし、精製部門での効果を改善するという観点から見た場合、ＢＰは施設ごとの割当を

長期的にどうするかという課題も抱えている。現状では、精製部門の施設では「グランド

ファザリング」の原則に基づいて、施設ごとに排出量割当の算出がなされている。しかし、

精製施設にとって、排出量削減目標基準の設定は難しい問題であるため、2012 年にグラン

ドファザリングが認められなくなった場合の対処を余儀なくされる。例えば、精製施設で

は、コンクリート、アルミニウム、発電といった業種ごとに施設で利用されているエネル

ギーを基礎データ、あるいは炭素排出原単位などに置き換えて比較し、水準を測定する方

法、いわゆるベンチマーキングを採用することも不可能ではないが、現時点ではそのよう

な水準測定のメカニズムがない。したがって、将来的には、グランドファザリングに取っ

て代わる基準作りが課題となっている。 
 

 

（ⅲ）廃棄物・危険物質の管理と削減 

  
ＢＰでは、石油･ガス開発に伴う危険物質の流出などのリスクを事前に防ぐことで、環境へ

の影響を 小限に抑えるアプローチを取っており、例えば、施設の隔離、安全基準の向上、

管理・被害防止策の開発、技術の有効活用、製品に安全性データシートやガイドラインの

付加などを行っている。このほか、定期的な石油･化学物質流出の訓練なども実施している。 

                                                   
111 http://are.berkeley.edu/courses/IAS175/Spring2006/pdfs/Nathan.pdf 
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④ 環境マネジメント 

 

環境政策の一環として、日常の事業活動で利用する事業所に関しても、効率化や環境への

影響を 小限にとどめるアプローチを採用している。事業所の存在自体が環境に影響を与

えているという認識を持つことにより、建物の使用や従業員によるエネルギー利用の効率

化を管理するだけでなく、廃棄物管理に対しても責任を持つことを目指しており、以下の

ような環境マネジメントを実施している。 

 

• サステイナビリティ・イン・アクション 
• グリーン・オフィス・イニシアティブ 
• 用地再生・閉鎖 
 

 

（ⅰ）サステイナビリティ・イン・アクション 

 

このプログラムは、ＢＰ内で、グローバル・プロパティ・マネージメント・アンド・サー

ビス（Global Property Management & Services／GPM&S）が管轄するプログラムで、物

件買収から廃棄といった建物のライフスタイルを通じて、ＢＰが決定する政策が商用、環

境、社会にもたらす影響を考察する。敷地内における公害防止、リサイクル率の改善、

ISO14001 認可下請け業者数、チャリティへの寄贈済み不用家具数などを掲載した主要パフ

ォーマンス指標（Key Performance Indicators／KPIs）を設けて、事業所の状況を把握す

る試みがなされている。 
 

その一例として、ドイツ Bochun での再開発プロジェクトやロンドンにおけるオフィス開

発に関しては、開発担当者に対して、エネルギー効率、公共交通機関へのアクセス、およ

びリサイクル容量などに関する情報提供を要請している。 
 

ISO に関しては、2004 年では、ＢＰの精製施設 15 施設、化学工場 25 施設、石油・ガス生

産施設 31 施設、ガス・再生エネルギー施設 12 施設が認可を受けている。ＢＰでは、３カ

年おきに認可済み施設に関する報告書を作成している。
112 

 

 

 

 

                                                   
112 http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9002360&contentId=3072089 
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（ⅱ）グリーン・オフィス・イニシアティブ(GOI) 

 
GOI は、環境保護を目的に、従業員が規格・主導しているプログラムである。教育プログ

ラムを提供するほか、従業員自薦によるチームの結成などを通じて、環境保護に向けた活

動を実施している。2004 年には、世界 26 カ国で、28 件の GOI が実施された。例えば、英

国の Sunbury の事業所ではリサイクル率 52％、エネルギー消費量削減率 29％を達成した

ほか、Hemel Hemplstead の Breakspear Park 敷地内にある事業所では、不用オフィス家

具のチャリティへの寄贈・リサイクル率が 83％となった。  

 

 

（ⅲ）用地再生・閉鎖 

 

ＢＰは、地方や国際レベルでの法規制、海洋生態系への影響、技術のコストや安全性など

を基準に、運用済み用地や施設の再利用、再開発、廃棄も行っている。たとえば、オフシ

ョア開発の場合、開発後は、石油・ガスの流出を防ぐためのプラギング、廃棄物・機材の

除去といった作業が必要となる。陸地での開発では、事業活動終了後、用地を地域コミュ

ニティーが使用できるようなサポートを提供するなどの活動を行っている。 
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（２）化学企業 BASF の環境対策 
 

① 環境対策の概要 

 

ドイツを本拠とする BASF グループは、世界 大の化学企業であり、同社製品は天然ガス・

原油からライフサイエンスまでと幅広い。BASF の従業員数は８万を超え、世界 170 カ国

に顧客を持ち、生産拠点は 40 カ国に及ぶ。世界各地に生産設備を持つ理由は、顧客に一番

近い所で生産し、技術サービスを提供するためとしている。 
 

BASF 事業活動の基盤となるのはフェアブント（Verbund）、すなわち統合というコンセプ

トであり、原料製造から製品製造までの過程を地理的に近い場所で行うことでエネルギー

の削減、ロジスティックスの共有が可能となり、同時に、廃棄物や副産物の隣接工場での

再利用も実現される。さらに、コスト削減、環境保護、競争力の維持、雇用の確保につな

がると BASF は説明している。  

 

1990 年半ばに確立された BASF グループの「Vision 2010」において BASF は、「持続可能

な成長とともに継続的な利益を生み出す事業運営」、「安全、衛生および環境に対する責任」

といったバリューに責任を持って取り組むと宣言した。特に後者のバリューに関しては、

Responsible Care®113を支持し、企業収益が、安全、衛生問題、および環境保護より優先さ

れることはないと述べている。  

 

BASF グループは、Responsible Care が提言する分野において、計測可能な場合、具体的

な改善を遂げたいと考え、2003 年に BASF にとって初めてとなる、グローバルかつ長期的

な目標を設定した。2012 年までの達成を目指すこの目標は、環境保護、製品への責務

（Product Stewardship）、労働安全および安全提供の分野に渡っている。 
 

これら目標については、BASF の世界的な専門家ネットワークである Competence Center 
Responsible Care がその実施、達成を監督する。2001 年に設立された同センターは、欧州・

アジア・アメリカにおける環境・安全衛生に対して責任を負う５名の専門家によって構成

され、Responsible Care の国際的な８団体と協力してその任務を遂行している。同センタ

ーの国際性により、地域の多様性に対応しつつ、長期的かつグローバルな基準を導入する

ことが可能となった。BASF は既に、新プラントの建設、輸送および化学品の保管について、

基準を設定している。BASF の環境対策および製品への責務（Product Stewardship）につ

いての目標値を下表に示す。 

                                                   
113 化学企業による自発的なグローバルイニシアチブ。参加企業の情報公開、パフォーマンス指標の導入を

通じ、化学業界の安全衛生および環境保護の向上を目指す。BASF は 1992 年から参加。 
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表 30： 環境対策目標値 

項目 目標 2004 年実績 

大気への排出（2002 年を基準とする）   

 販売した製品１メートルトン当たりの温室効果ガス 10%削減 1%削減 

 大気汚染物質 40%削減 37%削減 

水への排出（2002 年を基準とする）   

 有機物質 60%削減 5%削減 

 窒素 60%削減 16%削減 

 重金属 30%削減 23%削減 

製品への責務（Product Stewardship）   

 全世界で年間１メートルトン以上取り扱う化学物質に関

する情報公開 

100%公開 

（2008 年までに）

96％公開 

（ドイツ国内） 

出所：BASF のウェブおよび 2004 年企業報告書より EBS 作成 

 

 

② 温室効果ガス排出削減措置 

 
温室効果ガス排出削減目標達成に向け、BASF の支柱となるのは次の３つである。 

• フェアブントを更に 適化させる 
• 新技術によって発生させるエネルギーの割合を継続して増加させる 
• エネルギー効率を向上させるため、製造プロセスを 適化する 
 

（ⅰ）フェアブントによる省エネ 

 

原料製造から製品製造までの過程を地理的に近い場所で行うことで、効率的製造の連続性

が可能となり、あるプラントからの製品、熱、廃棄物が、他のプラントでは原材料として

使われる。BASF はこのフェアブント・アプローチを全世界の主要製造拠点で取り入れてお

り、エネルギーについては、あるプラントからの廃熱を他のプラントでの蒸気発生に利用

している。2004 年、BASF の製造過程から出た廃熱は、BASF の全世界プラントで必要と

される 5,500 万メートルトンの蒸気 48％の発生に利用された。これは、約 180 万メートル

トンの石油削減に相当する。 
 

（ⅱ）効率的なエネルギー生成に向けたガスタービンプラント 

 

新の発電技術であるコンバインド・サイクル・ガス・タービンは、燃料効率が 90％に到
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達した現在、非常に注目されており、工業規模で行なわれるエネルギー変換方法において

は 先端の技術といえる。BASF も、そのような電熱併合利用プラントの使用を急速に増や

しており、全世界 13 カ所で稼動させている。これらプラントは、従来のコジェネレーショ

ン発電所に比べ、蒸気１メートルトンあたり 3.5 倍の発電量を可能とする。これにより、資

源の保全と同時に CO2の排出を 2006 年以降、年間 50 万メートルトン削減すると BASF は

予測している。 

 

（ⅲ）エネルギー効率のよい製造過程への改善 

 

製造過程の改善によって、エネルギー効率を上昇させるのは、永遠の課題である。BASF
による超吸収体の前駆物質であるアクリル酸の生成はその一例である。触媒システムの改

善により、アクリル酸の生成量は著しく増加し、CO2排出の約 23 万メートルトン削減につ

ながった。 

 

（ⅳ）CO2排出を削減する製品 

 

BASF は、CO2 排出を削減する製品を多数製造している。断熱材、燃料添加剤、自動車工

学用のプラスチックなどがその例である。BASF のプラスチック EPS だけでも、2003 年に

その断熱効果から、１億 3,800 万トンの CO2排出を削減した。同様に燃料添加剤は、2003
年に 2,200 万トンの CO2排出を削減した。同年に BASF は CO2換算で 2,400 万トンを排出

した。 

 

BASF は上述のような措置により、温室効果ガス排出の削減をはかっている。しかし、同時

に全世界における製造容量拡大という目標もあり、そのため排出削減については、2012 年

までに達成という長期プロジェクトとして取り組んでいる。実際、2004 年の製造量増加に

より、2003 年に減少した温室効果ガスの排出量は、2004 年には増加している。 
 

表 31： BASF の温室効果ガス排出量 

（単位：年間 CO２換算 1000 メートルトン） 
 2002 2003 2004 

CO2
 18,236 18,960 20.729

N2O 6,407 4,788 6.696
CH4 10 10 13
HFC 61 36 138
PFC 0 0 0
SF6 0 0,6 0.6
合計 24,714 23,795 27,577

出所：2004 年企業報告書より EBS 作成 
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③ EU 規制への見解・対応 

 

社会の一員として、政治討論に参加することは民主主義の要であるとして、BASF グループ

は積極的に新たな規制や政策論議に参加している。特に化学業界の発展に大きな影響を与

える可能性のある政策、規制、法規については、同社の見解をひろく公開している。 
 

（ⅰ）CO2 排出権取引制度(EU-ETS) 

 

BASF は京都議定書のもと実施されている、排出量削減目標達成のためのクリーン開発メカ

ニズム（CDM：Clean Development Mechanisms）や共同実施（JI：Joint Implementation）
といったプロジェクトベースの「柔軟なメカニズム」に賛同しており、また国家レベルで

の排出権取引を支持している。2003 年７月、BASF は世界銀行のコミュニティー開発炭素

基金に参加し、250 万ドルを提供し、ホンジュランスでの水力発電プロジェクトに貢献して

いる。 
 
しかし、2002 年には EU が提案した企業レベルでの、地域的に限定された排出権取引につ

いては、企業の負担が大きすぎるとして、否定的な見解を示した。2005 年の EU-ETS 実施

に際しては、これに対応するため、BASF は温室効果ガス取引部門（Greenhouse Gas 
Trading）を設立し、グループにおける排出権取引活動の調整を行なっている。この部門が、

全世界の事業部門、サイト、子会社のために、また彼らと協力して、戦略的勧告を策定し

ている。これには、京都議定書、EU-ET（温室効果ガス許容権取引に関する EU 指令）、こ

れら規制の国内法導入関連の活動、およびカーボンファイナンスが含まれる。同部門は、

BASF の CO2 排出を監視・報告し、排出報告書を作成し、外部機関による認証を受ける義

務を負う。また、国の監督官庁への認可プロセス促進をも行なう。 
 

 

（ⅱ）統合製品政策(IPP) 

 

製品のライフサイクルを通じて、環境に対する影響の改善を目的とする統合製品政策につ

いては、BASF は基本的に支持を表明している。しかし、市場メカニズムにおいては、規制

の介入によるこの政策の実現は不可能と危惧を示している。政策実施には、産業界に対す

るより多くの柔軟性が必要であるとの認識であった。BASF は、この実現の鍵は、環境的お

よび経済的側面における利点を統合した製品そのものにあると考えている。BASF は製品開

発とその 適化の過程において、経済性と環境の両側面を考察し、 もエコ効率の高い解

決法を選択するための戦略的ツールを開発した（エコ効率分析法）。エコ効率分析では、原

料の抽出からリサイクルあるいは廃棄まで、製品の全ライフサイクルを検討する。 
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（ⅲ）化学規制(REACH) 

 

ＥＵの化学規制の目的は、欧州における産業を促進しつつ、人々および環境への保護を強

化することであり、BASF はその目的自体には全面的な支持を示している。しかし、産業界

に与える影響を考慮しておらず、規制が施行された場合、産業界の競争力を著しく削ぐと

懸念している。具体的には、化学物質価格の高騰、特定化学物質の製造中止、競争激化を

あげている。 

 

実際、同規制の導入については、BASF が加盟している欧州化学工業連盟（Cefic：European 
Chemical Industry Council）を始め欧州産業界はその経済的負担を理由に反対を表明した。

その経済的影響についても、様々な試算がなされたが、産業界の試算は常にＥＵの試算を

上回り、大幅な規制緩和に向けたロビー活動が大々的に行なわれた。この活動は功を奏し、

英独仏の首相が合同書簡にて、同規制の官僚制、複雑性、実行不可能性を指摘し、変更を

要求し、結果として同規制は著しく緩和され、2003 年に修正案が可決された。 

 

BASF はこの動きを評価しつつも、依然として官僚主義的であり、実行不可能であるとし、

更なる変更を要求している。BASF が指摘した問題点は、次の６点である。 

• 実行可能性を保証するために、システム全体を簡素にすべきである。これは、同様に法

律の条文（100 ページ、付則 1,100 ページ）にも該当する。 
• 調査研究は、使用上の安全の顕著な向上に関わるテーマのみ行なうべきである。したが

って、テスト要件は量ではなく、実際の害悪の度合いと関連すべきである。 
• 法案要件の簡素化、製造・輸入までの待機期間の短縮により、プロセスの短縮を図るべ

きである。 
• 新設の欧州化学局（European Chemical Agency）のみが、全プロセスおよび評価につ

いても責任を負うべきである。 
• 承認対象となる化学物質を追加する場合には、科学的な基準を使用すべきである。 
• 実際の影響を評価するために、詳細な影響評価システムを導入すべきである。 
 

さらに、BASF は欧州委員会、加盟国および欧州化学業界が開始した化学規制の実地試験

（SPORT：Strategic Partnership on REACH Testing）に参加した。化学規制の実行可能

性、および同規制のもと、いかに効率的に業務を遂行すべきかについて検討するのが目的

であった。参加企業および関連組織の尽力にも関わらず、SPORT の結果、調査対象物質は

すべて規制準拠とはならなかった。BASF は、これが同規制の実行可能性に対する警鐘と受

け止め、現状での施行は不可能であると考えている。特に、中小企業は製品安全に特化し

た部門を持たない場合が多く、規制導入を成功に導くには、プロセスの更なる簡素化が必

要であると BASF は述べている。 
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このように一貫して、規制の簡素化を要求する BASF は、欧州化学工業連盟が 2005 年２月

に発表した「化学規制の実行可能性向上のための新提案（New Proposal to Improve 
Workability of REACH）」を全面的に支持している。 
 

また、この規制に関連する動向として、1997 年のドイツ化学業界（VCI）による自主協定

があげられる。この協定は、年間の取扱あるいは製造量が１メートルトン以上の物質につ

いて、規定のデータ情報の公開を保証するものである。2002 年までに、BASF は対象物質

の 96％についてのデータ情報公開を達成した。ポートフォリオの変更および買収のため、

残りの物質については、現在も作業が続けられている。2008 年までに、アジア太平洋地域

およびアメリカ大陸において取扱あるいは製造している物質についても、このプログラム

を適用させる予定である。この予定が実行されれば、BASF が製品への責務（Product 
Stewardship）として掲げた目標の達成となる。 
 

BASF は、現在も公開対象となる物質を特定し、情報データが埋まっていない物質があれば

その分析を行なっている。そのための調査、研究、評価に関する情報は、安全データシー

トの更新という形式で、顧客、所轄官庁、および BASF 従業員に対し公開される。社内伝

達を目的として、オンラインで全世界からアクセスできる製品安全情報システムを構築し

た。また、2004 年に製品安全の義務を負う部門間の協力、タスク、および義務を規定した

グローバル製品安全指令を導入した。これより、BASF は顧客に安全データシートを提供し、

顧客は製品知識の深化、リスクの回避に役立てている。現在、安全データシートは 31 カ国

語に翻訳され、さらなる翻訳も予定されている。 
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（３）自動車業界 ルノーの環境対策 
 
① 環境対策の概要 

 
ルノーでは、企業活動のあらゆる側面で持続可能開発を採用しなければ、真の持続可能開

発は得られないという企業ポリシーを元に、環境対策への取り組みを積極的に行っている。

同社の環境対策への取り組みは、大別すると以下のようになる。 
 
排気ガス対策  

• エネルギー消費量と CO2排出量削減    
• 大気質保全 
 
再生利用 

• 車体および部品などのリサイクルや再生利用 
• 環境に配慮した新車の設計･製造 
 
環境保護 

• 製造過程における危険物質取り扱い・パッケージ等廃棄物管理の向上 
• 自然･水資源保護  
• 環境マネージメント開発 
 
 
② 排気ガス対策 

 
ルノーでは、気候変動を脅かす CO2 排出量の削減を実現するため、ガソリン燃焼 適化、

車両重量の軽量化、部品間の摩擦低減による燃料消費量の削減を試みている。また、空気

力学が燃料消費量に影響を与えることを考慮し、デザイン設計の段階から燃料消費量削減

を意識したアプローチが取られている。 
 

既存のガソリン燃料に取って代わる、バイオマスや燃料電池を使用する代替エネルギー開

発も進めている。2006 年２月に開催されたパリ農業ショー（Paris Agricultural Show）114

で、ルノーは、Hi-Flex Clio 1.6 16v を展示した。この車はブラジル市場向けであるが、同

社が開発したガソリンとエタノールの混合燃料で走る Flex Fuel 技術を搭載している。 
 

                                                   
114 Paris International Agricultural Show, Porte de Versailles Exhibition Centre, Paris, 25 February – 5 March 2006. 

http://www.renault.com/renault_com/en/images/11049%2011049_CP_salon-agriculture_GB_tcm1120-335520.pdf 
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欧州では、バイオ燃料が CO2 排出量削減の有力候補とされており、ルノーは 2009 年まで

に、欧州市場で販売されているガソリン車の 50％をバイオ燃料（85％までエタノール混合

可能）で、また、ディーゼル車全種に関しては、Diester を 高 30％まで混合した燃料で

走行できるようにする予定である。 
 
これまで、ルノーは、エネルギー消費量とCO2排出量に関して、優良車種を世界で提供して

きている。2004年には、LPGデュアル燃料車種を2,074台販売した実績もあるが、今後、2008
年までには、CO2排出量が140 g/kmとなる車種を100万台提供することを計画しており、そ

のうち３分の１は排出量が120gを下回る車種となると見られている。 

 

 

（ⅰ）ガソリン消費量削減のためのエンジン技術 

 

ルノーのエンジン技術を見てみると、例えば、カムシャフト・アングル・バリエーターは、

エンジンバルブの開閉タイミングを調整する機能を持ち、エンジン 適化と有害物質排出

の削減を可能にしている。115 排気ガス再循環（Exhaust Gas Recirculation）116は、排気

ガスを新しく取り入れられる空気に吹き込み、エンジンに供給するという技術で、これに

より、ディーゼルエンジンから排出される窒素酸化物（Nox）の量を削減できる。 
 

ルノーでは、こうした技術を活かすことで、製造工程における１台あたりのエネルギー消

費量が 1996 年-2004 年の間で 25％削減した。今後、2007 年までには、エネルギー消費量

を毎年 2.5％ずつ削減することを目標としている。さらに、車両使用の段階を見てみると、

CO2 排出権取引制に関するＥＵ指令の対象である 20MW 以上のボイラー工場からの CO2

排出量は、1998-2004 年の間で 45％削減された。2007 年までには、1998 年比で１台あた

り 45％の削減を目標にしている。 
 
このほか、大気質保全に関しては、製造過程における揮発性有機化合物（VOC）の平均排

出量が、1998-2000 年末までに、１台あたり 13 kg から 5.2 kg へと削減されている。2003-04
年では、亜硫酸ガスを 28％、窒素酸化物を５%削減している。今後、2007 年までには、製

造過程において、VOC を１台あたり 4.6 kg まで削減することを目標としている。  

 

車両使用段階における VOC 排出量に関しては、2006 年 1 月１日までに、欧州で使用され

ている全車種において、Euro4 基準を 100％満たすことを目指している。フランス国内で

は、2001 年より、１台あたりの VOC 排出量を約６kg まで削減することが規制されたため、

                                                   
115 http://www.renault.com/renault_com/en/images/REN%20CAH%20ANG-07%20camshaft_tcm1120-304922.pdf 
116 http://www.renault.com/renault_com/en/images/REN%20CAH%20ANG-11%20egr_tcm1120-305054.pdf 
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既存のペイント機器の効率化、より濃度の高い塗料の使用などを図ることで、VOC 排出量

削減を試みてきている。 

 
このほか、ルノーは、水性塗料技術の開発も行ってきた。水性塗料の使用により、ルノー

のデュアイ（Douai）工場では、1999 年に１台当たりの VOC 排出量を EU 指令規定を下回

る４kg 以下まで削減することに成功した。 

 

図 16： VOC 排出量の推移（ルノー Georges Besse 工場） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出所：ルノーウェブサイト
117 

 
 
③ 再生利用 

 

ルノーでは、車両デザインの段階から、リサイクルを念頭においており、ＥＵの廃車指令

（ELV）に準拠して、以下に示す２段階のアプローチを採用している。 
 
• デザイン･設計段階 
液体摘出、部品分解、再生利用可能素材の使用、リサイクル済みプラスチックの採用、エ

コデザインの適用の促進 
 

                                                   
117 http://www.renault.com/renault_com/en/main/30_DEVELOPPEMENT_DURABLE/40_Performances/ 

50_Bonnes_pratiques/60_Peintures_hydrodiluables/index.aspx 
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• リサイクル工程の開発 
各国のリサイクル業界と連携して、現存の、または将来的なリサイクル工程の開発 
 
現在製造されている主力車種の Modus、Mégane II、Scénic II などは、重量比 95％のリサ

イクル率を誇る。再生利用される素材には、部品に使用されるプラスチックやアルミニウ

ムがあるほか、バッテリー導線、防音壁やエネルギー生産源としてのタイヤゴム、アロイ

ホイールやエンジン製造でのアルミニウムなどもある。2015 年までに、リサイクル済みプ

ラスチックの使用を 50kg までふやすことを目標にしている。 
 

④ 環境保護 

  
ルノーは、物質データシート（MDS）を 1991 年より導入しており、危険物質の特定、生

態系への影響の評価、サプライチェーンにおける代替策の模索といった目的のために、デ

ザインの段階から使用している。 
 
製造過程における産業廃棄物量の削減は、1996 年から 2004 年の間で１台あたり 53%の削

減で、2004 年だけを見ると、排出された廃棄物の 81%がリサイクル、またはリカバリーさ

れている。2004 年の１台あたりの金属片を除いた廃棄物は 45 kg で、排出された危険物質

28 kg であった。     
 
今後 2009 年までには、欧州内の組立工場における工程 終段階で、廃棄物量を５kg まで

削減することを目指す。 
 

図 17： ルノーの EU 域内組立工場における１台あたりのパッケージ廃棄物量の推移

（1996-2004 年） 

 

 
 
 
 
 
 

出所：ルノーウェブサイト
118 

                                                   
118 http://www.renault.com/renault_com/en/main/30_DEVELOPPEMENT_DURABLE/40_Performances/ 

20_Environnement/60_Dechets/Resultats/index.aspx 
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金属片を除いた廃棄物に関しては、2007 年までに１台あたり 37kg となるよう目標を設定

している。処理や廃棄が必要となる危険物質に関しては、2007 年までに１台あたり 27kg
まで削減できることを目指す。 
 
車両がライフサイクルを通じて環境に与える影響を分析するため Life Cycle Analysis
（LCA）も採用されている。 
 

水資源保護に関しては、ルノーは水資源のリサイクルも始めている。ルノーの事業･製造施

設の 66％に独自の処理プラントを有している。中でも、フランスの Maubeuge と

Guyancourt では、降雨を貯蔵しクローズド･フロー仕様の冷却システムを活用して水をリ

サイクルしているほか、韓国釜山では、産業用水のリサイクルを行っている。また、水漏

れを徹底して調査するなど、水資源リサイクルの効率性を高めているほか、従業員に対す

る節水指導も行っている。 
 
製造過程においては、1996-2004 年の間に、水消費量が 52% 減となり、これは、１台あた

り 7.4 m3 に相当する。グループ全体の水消費量を見てみると、製造者数が 50％増加したも

のも、同期間における水消費量は 28%減であった。このほか、有機化合物（Organic Matter）
の排出量は 47％減、有害物質（カドミニウム、水銀、ニッケル、鉛、銅、arsenic, zinc）
の排出量も 45%減となった。 
 
今後は 2007 年までに、製造過程における水消費量を 1998 年比で半減、さらに、有機物を

50％、suspended solids を 40%削減することを目標にしている。車両使用の段階では、水

と洗剤消費量削減のために、2006 年末までに洗車技術を構築する。 
 

 

⑤ 環境マネージメント 

 

ルノーグループの活動全体の 90％を占める 38 の産業施設で、ISO14001 を取得している。

このほか、 近、同グループに参加した南米、東欧、アジアの産業施設も取得過程にある。

2005 年には、ルノーベルギーとダチアが ISO14001 を取得し、2007 年にはロシアの

Avtoframos による取得も予定されている。 
 
これに関連して、2007 年までに、ルノーは、同社の製造方法（SPR：Renault Production 
Way）に関する原則を定める。車両製造過程やパワーブレイン･サブシステムに適用するた

めのルール作りとみなされている。さらに、2007 年までに、サプライヤーに対しても、持

続可能開発の原則を規則、評価、トレーニングを通じて提示する。 
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ルノーは、従業員の啓蒙および教育プログラムも実施している。Cap Eco 1 は、都市･地方

レベルでの車体、パワートレイン、キャスティングに関する環境問題を教育する。Cap Eco 
2 と Cap Eco ３は、ルノー車の開発者や販売事業を対象に環境問題について供するもので

ある。 
1998 年以降実施されている Cap Eco１では従業員４万人、2001 年以降実施されている Cap 
Eco２では 1,917 名がトレーニングを受けている。Eco Cap３は 2005 年より実施され、約

40 名がトレーニングを受けた。 
 
ルノーは、持続可能開発の世界ビジネスカウンシル（World Business Council for 
Sustainable Development）のメンバー企業と並び、Mobility2030 プロジェクトに参加し

ている。119同プロジェクトは、社会が受入れることができ、かつ環境、雇用、健康を意識

した移動のためのソリューションを促進する。その手段として交通手段へのアクセスの容

易化、環境に優しい交通手段の促進などがある。 
  

                                                   
119 http://www.renault.com/renault_com/en/main/30_DEVELOPPEMENT_DURABLE/20_Reponses_Renault/ 

10_Engagements/40_Mobility_2030/ 
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（４）家電製品  Philips の環境対策 
 

オランダを本拠とするフィリップス（Philips）グループは、家電を初め、医療機器、照明

機器、半導体などを扱うグローバル企業で、テクノロジーをシンプルにする’Simplicity’を
ビジョンに持つ。同社の製品の中でも、大型フラットテレビ、アイロンなどの台所家電が

有名である。 
 

同社は、1970 年に、役員会議ですべての製造部門に対して、効果的な環境パフォーマンス

を導入するよう促し、その後、1987 年に環境ポリシーのガイドラインを交付、1991 年と

1998 年には改訂している。さらに、環境ポリシー・パフォーマンスの基準を設定した４ヵ

年行動プログラム、EcoVision を 1998-01 年、2002-05 年にわたり実施した。サステイナビ

リティ（Sustainability）は、同社の戦略的思考と行動の一部であると自負し、組織内にさ

らに浸透させることを目標としている。 
 
① エコ･ビジョン（EcoVision）120  

 

フィリップスは、1994 年、環境改善のためのアプローチとして、測定可能な目標を設定し

た環境機会プログラムを開始した。同プログラムは、2001 年に EcoVision に取って代わり、

2002 年には目標値をあげて、2005 年までの４ヵ年行動プログラムとしている。EcoVision
では、コンピューターシステムを活用したモニタリングを実施し、同社の製品や製造に関

する情報や、世界的な進展情報を収集する。1998 年以降、絶対値と相対値を用いてデータ

を提供しているが、絶対値は同社の活動が環境に及ぼす影響を示す値で、相対値は製造や

組織における変化に合わせて修正した値となっている。 
 

② フィリップス EcoVision2002-05 の概要（製品改善と製造過程改善） 

 

表 32： 製品改善 

グリーン・フォーカル・エリア 義務目標 推奨目標 

エコ･デザイン
1 
  達成度レベル６ 達成度レベル８ 

グリーン・フラッグシップ製品
2 
  毎年製品分野ごとに 1 つ 毎年事業ごとに 1 つ 

パッケージ パフォーマンスの維持 10％削減 

サプライヤー管理
1 
  達成度レベル６ 達成度レベル８ 

 

 

                                                   
120 http://www.philips.com/about/sustainability/section-14065/index.html 
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表 33： 製造過程改善 

項目 義務目標 推奨目標 
エネルギー 10％ 20％ 
廃棄物 20％ 30％ 
水 15％ 20％ 
大気･水への排出   
 制限物質（カテゴリーI） 70％ 90％ 
 危険物質（カテゴリーII） 30％ 50％ 

環境 保 護の ため の 関連 物質（ カテ ゴ リ ー III） 15％ 30％ 
パッケージ パフォーマンスの維持 10％削減 

サプライヤー管理
1 
  達成度レベル６ 達成度レベル８ 

ISO14001 認可 製造施設すべて 施設すべて 
1. 達成度レベルは0-10。10は世界的水準を示す。注）全ての目標値は、特記がない限り2005年内に達成される

予定である。目標値は相対値で、成果は生産量変動に従い修正済み。 
2. グリーンフラッグシップ製品は、製品、あるいは、EcoDesignの定める基準を満たす製品系列、さらにグリー

ン･フォーカル・エリアの3項目以上における調査の後、同エリアの2項目以上において、古い型番や類似他社

の製品と比較して、よりよい環境パフォーマンスを提供できることが証明できた製品、あるいは製品系列であ

ると定義する。 

出所：フィリップス社資料121 

 
 

③ エコ・デザイン(EcoDesign)122 

エコ･デザインは、環境を意識した製品デザインの開発を意味しており、同社の製品開発に

おけるすべての段階で重視されている。EcoVision2002-05 の一環として、製品が世界的な

基準に到達するよう製造過程における達成度を０-10 段階で測定するマトリックス

（Matrurity Matrix）も導入した。123その中で、同社の開発センターは、ISO 14001、9001
などに沿って製品を開発することを管理する。  

 

EcoDesign は、前述の EcoVision で 1998 年に導入された５つのグリーン・フォーカル・エ

リア（重量、危険物質、パッケージ、リサイクル・廃棄、エネルギー消費）に焦点を当て

ている。 
 
下記に主要５エリアのマークと主要エリアの概要を示す。 
 
 

 

 
 
 

                                                   
121 http://www.philips.com/about/sustainability/section-14065/index.html 
122 http://www.philips.com/about/sustainability/section-14066/index.html 
123 http://www.philips.com/assets/Downloadablefile//Maturity-Grid-13963.pdf 
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（ⅰ）重量  

 

輸送効率向上、重量削減、リサイクル促進を実現するため、パッケージの容積や容量に変

更を加えている。例えば重量削減を行うことで、コンテナ搭載製品数は、LCD モニターで

95%増、DVD プレーヤーで 52%増となっている。 
 

（ⅱ）危険物質 

 

フィリップスは、2004年より、化学物質の３つのカテゴリーリストを作成し、管理指導を

行っている。カテゴリーⅠでは、水銀やフロンガスなどの使用制限物質を規定し、代替物

質がない場合のみに使用することとなっている。カテゴリーIIでは鉛などの危険物質を規定

し、できる限り使用を制限することが好ましいとしている。カテゴリーIIIでは、リン酸塩

などの関連物質で、環境にはそれほど影響がないとされるが、ISO 14001などに準拠して使

用することを規定している。 

 

（ⅲ）パッケージ 

 

同社は、パッケージの再生利用とリサイクルを前提条件にしている。2004年には、パッケ

ージ容量が2003年比で６%増の229ktであった。中でも、大型テレビなどの家電のパッケー

ジが、相対値ベースであるで７％上昇している。照明機器は、2004年にはパッケージ全体

の40%を占めている。 

 

図 18： フィリップスのパッケージトン数に占める部門別割合（2004 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：フィリップス社資料124 

                                                   
124 http://www.philips.com/assets/Downloadablefile//Environmental-responsibility-13949.pdf 
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（ⅳ）リサイクル・廃棄 

 

1990 年半ばに、廃電気・電子機器に対する理解を深めるために、Apparatour というプロ

ジェクトを開始した。同プロジェクトでは、アイドホーベンの自治体や市周辺の村と協力

し、コスト、ロジスティクス、分解技術などを調査したほか、当時フィリップスの子会社

であった Mirec 社で分解作業を試験している。その後、Mirec 社は、豪系リサイクリング

企業、Sims Group の傘下に入っているが、このプロジェクトが後の WEEE 指令策定に貢

献したことはいうまでもない。 
 
現在では、 世界レベルで、廃棄物量削減を促進しており、埋立はあくまでも 終手段だと

認識している。EcoVision では、廃棄物の 20％削減を目指しており、2004 年の総廃棄物量

は 150kt で、目標を達成している。 
 

その他、同社は WEEE 指令を受けて、2004 年６月に、シャープの販売会社 Sharp 
Electronics (Europe) GmbH（SEEG）、および Loewe AG とドイツ国内における廃電気･

電子製品回収およびリサイクル事業を共同で行うことに合意した。その後、2005 年４月に、

リサイクル事業のための団体 ProReturnを設立し、同月 15日から事業を本格化させた。125 
 
３社は、各社内に置いた ProReturn の窓口を通じて、既存の回収業者やリサイクル処理業

者と契約し、回収・リサイクル業務の合理化を図ることで、廃電気製品の回収およびリサ

イクルを推進している。廃電気・電子製品の回収・リサイクルの委託先管理や、製造業者

の義務により発生する業務の代行、共同管理機構（EAR：Electro-Altgeräte-Register）へ

の報告などを行う。 
 
EAR は、ZVEI（ドイツ電気電子製造者協会）126と BITCOM（ドイツ IT 通信ニューメ

ディア工業会）によって設立され、自治体から回収した廃電気・電子機器の総量の集計、

引取り場所の策定、製造者の法的責任に対するコンプライアンス監視といった項目で、業

界全体における規定作りを行う。 
 

 

（ⅴ）エネルギー消費 

 

同社は、世界レベルで、エネルギー消費量を計測し、効果的な措置を講じている。EcoVision

                                                   
125 http://www.sharp.co.jp/corporate/news/050420-b.html 
126 http://www.zvei.de/index.php?id=69 
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では、2000-05 年の４ヵ年でエネルギー消費量を 10％削減することを目指している。2004
年には、同社の半導体と照明機器がエネルギー消費量の 43％ずつを占めた。したがって、

照明機器や半導体の製造施設で、エネルギー効率の良い設備に切り替えるなど対応策を講

じている。 
 

図 19： フィリップスの部門別エネルギー消費量（2004 年） 

 

 

 

 

 

 

出所：フィリップス社資料127 

 

 

（ⅵ）温暖化対策 

 

フィリップスは、1980 年初頭から温暖化対策を優先的に掲げて折り、CO2 排出削減に向け

て、直接的･間接的に貢献している。中でも、半導体製造時に使用するガスや石油といった

燃料、および PFCs が温暖化の原因となっている。2004 年の製造過程での直接的 CO2 排

出量は 339kt で、そのうち 77％が、同社の照明機器製造施設でのガラス燃焼に起因する。

しかし、下記に示すように排出量は年々減少している。 
 

図 20： フィリップスの直接的 CO2 排出量の推移（2000－04 年） 

 

 

 

 

 

 
         （注）2000年のデータは未確定値 

出所：フィリップス社資料128 

 
                                                   
127 http://www.philips.com/assets/Downloadablefile//Environmental-responsibility-13949.pdf 
128 http://www.philips.com/assets/Downloadablefile//Environmental-responsibility-13949.pdf 
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この他、2004 年には、同社のエネルギー消費量の 76%が、2003 年比２%増の電力であった。

ガスは、2003 年比で１％減となっている。そのほか、消費者によるエネルギー消費量削減

を目的に、スタンバイーモードや省エネ機能など環境に優しい製品を提供することも目標

に掲げている。 
特に、エコ･デザイン提供を義務付けたエネルギー使用製品指令（Energy using Products 
Directive／EuP, Directive 2005/32/EC）は、同社が進めているライフサイクル全過程にお

けるエネルギー節約の努力をさらに強化するものと見られている。今後の課題は、こうし

た技術革新への投資を増額することによって得る負担をどう軽減するかを模索することで

ある。 
 

 

④ グリーン・フラッグシップス（Green Flagships） 

 
エコ･デザインの過程を経た製品は、グリーン・フォーカル･エリアの審査を受けるが、こ

の際に他社の製品や古い型番との比較を行い、環境保護という観点から品質が勝るかどう

かを調査する。この調査の基準を満たした製品が、グリーン・フラッグシップとなる。フ

ィリップスでは、毎年、製品部門ごとにグリーン･フラッグシップ製品を促進している。 
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（５）電気電子機器業界 シーメンスの環境対策 
 

① 環境対策の概要 

 

シーメンスは、1998 年 10 月に、環境保護と技術の安全性への責務を記した「環境ミッシ

ョン声明（Environmental Mission Statement）」129 を採択した。この環境ミッション声

明で、同社は、経済活動、環境保護、社会的責務が、自由市場において同等の価値を有し

ていると見ているほか、多様な製造、製品、サービスを通じて、天然資源を持続すること

が関心事項であるとしている。そして、持続可能な開発を優先し、製品開発や製造工程に

おける早い段階から、環境への影響を評価し、持続可能な開発に関する知識移転を拡大す

ることも目標としている。 

 

また、同社の「事業運営ガイドライン（Business Conduct Guidelines）」は、戦略策定や

日常の事業活動の基盤となっており、世界的に展開する同社の従業員の責務を規定してい

る。例えば、環境保護に関しては、下記のような規定がある。 
 

環境と技術の安全性130 

 

環境や資源の保護は、同社の 優先目標である。世界的な環境マネジメントを通じて、規

則を遵守し、環境や資源の保護に関する高い水準を設定することを目標とする。製品開発

の段階から、環境に優しいデザイン、技術の安全性、健康保護を目標として掲げている。

従業員各人がこの目標のために模範となるよう規定している。  
 

シーメンスによる環境対策への取り組みは、大別すると以下のようになる。 

 

大気質保全 

• 産業施設における CO2 排出量削減技術や改善策の導入 
• バイオマス・風力発電・地熱発電など代替エネルギーの導入 
• 核燃料開発 
 

リサイクル･再生利用 

• 廃電気･電子機器の回収実施 
• 危険物質使用の回避 
 
                                                   
129 http://www.siemens.com/index.jsp?sdc_p=i1235806z3cfi1030921lmn1031263o1030921ps7uz1 
130 http://www.siemens.com/Daten/siecom/HQ/CC/Internet/About_Us/WORKAREA/about_ed/templatedata/ 

English/file/binary/bcg_de_1033145.pdf 
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環境マネジメント 

• EU の Eco-Management and Audit Scheme（EMAS）のためのマネジメント 
• 持続可能な開発に関する技術･知識移転 
 
② 大気質保全に関する環境対策 

 
シーメンスでは、CO2 排出量削減のため、早い時期から、現存の石油などに代わる代替エ

ネルギーの開発や現存の製造施設の改善を進めてきた。その一例として挙げられるのが、

25 年稼働してきたドイツの Mehrum にある無煙炭工場で、蒸気タービンの効率性を上げる

ため、タービンを改善したことである。これにより、効率性が 40.5％上昇し、年間 CO2 排

出量も 180,000 トンの削減となった。 
 
このほか、バイオマス発電、風力発電、太陽光発電にも力を入れている。中でも、風力発

電は 1980 年から開発を行っており、本社で製品開発、製造、ナセル試験などを行っている。

欧州でも、デンマークの風力発電パーク建設に早くから参入しており、 近は、ロッテル

ダム港沖の風力発電パークでは、2.5MW 級の風力タービン９台を設置している。地熱利用

においては、ドイツでも Offenbach に国内 大の地熱発電施設を現在建設中である。同施

設では、約２万世帯分の電力を発電できる容量を有し、石炭を利用した火力発電と比べ、

CO2 排出量を年間 23,000 トン削減できると見込まれている。 
 
さらに、オーストリアの Vorarlberg には、Stöcken バイオマス生産･加工施設も建設中であ

る。ここでは、食用油や脂を利用した発電技術が採用されている。イタリアとドイツでは、

すでに合わせて６施設が稼働しており、英国でも新たに１施設が建設中である。131 核燃

料に関しては、環境に優しく、費用対効果の高い資源であり、現在は、固体電解質型燃料

電池（SOFC）の開発を進めている。2008 年の実用化を目指して、新たに静止核燃料部門

（SFC）を設けている。132 
 
 
③ リサイクル･再生利用 

 
ＥＵの廃電気・電子機器に関するＥＵ指令（Waste Electrical and Electronic Equipment
／ＷＥＥＥ指令）と、「電化製品への有害物質使用制限（ＲｏＨＳ－Restriction of Hazardous 
Substances）指令」を受け、シーメンスでは、危険物質使用制限を意識した開発、製造、

およびコンピューターや医療機器などの自社製品のリサイクルを行っている。 

                                                   
131 http://www.powergeneration.siemens.com/en/references/index.cfm?tab=2&searchValue=Biomass&x=40&y=6#  
132 http://www.powergeneration.siemens.com/en/fuelcells/index.cfm  
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同社は、1993 年より、環境に優しい製品デザインを製造するための SN 36350 規格を社内

で独自に採用している。RoHS に関しては、現在、シーメンスの製造施設で、無鉛はんだご

てなどを中心に準拠達成に向けての活動が行われている。リサイクルに関しては、廃電気･

電子製品の素材を有効利用するために、回収後の製品解体を容易にするデザインや製造方

法の開発やリマーキング 
も行っている。例えば、分別を容易にするためプラスティック素材などは 小限の利用に

とどめているほか、使い捨てパッケージを辞めて、再利用可能なものへと切り替えている。 

 

 

（ⅰ）Proven Excellence 

 

優良証明（Proven Excellence）の一環として、医療機器の再生利用を行っている。再生シス

テム部門（Refurbished System Division）が、５段階にわたる厳密な審査を行っており、その

手順を下記に示す。 

 

ステップ１：選別 

 

製品の使用年数、仕様レベルの確認、状態、サービス歴、部品性能、ソフトウェアの更新

可能性、ハードウェアの状態、大体部品の５年間にわたる入手可能性を検査 

 

ステップ２：設置取り外し 

 

顧客のオフィス等で検査を実施し、トレーニングを受けた者が製品の取り外しを行う。そ

の後、元のパッケージに入れて、シーメンスの工場に搬送する。 

 

ステップ３：製品再生 

 

洗浄、殺菌、塗装のほか、部品の交換、部品や付随のシステムの検査を行う。 新の物に

できる限り近い状態にするためにソフトウェアのアップデート、システムの作動検査を行

う。基準を満たせば、Proven Excellence 証書の発行を行う。 

 

ステップ４：再設置 

 

顧客のオフィス等に機器を輸送し、再設置を行う。システムの性能をテストし、Proven 

Excellence 証書を渡す。 
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ステップ５：保証とサービス 

 

新製品と同じ内容の保証を提供し、代替部品の入手を５年間保証する。その他、財政措置

やサービス契約も提供する。 

 

図 21： シーメンスの Proven Excellence マーク 

 

 

 

 

 

 

出所：シーメンスウェブサイト133 

 

 

（ⅱ）コンピューターの再利用・リサイクル 

 

シーメンスは、コンピューターに関しても、デザインの段階から、環境への影響を 小限

にとどめるアプローチを採用している。下記に示す項目に沿って、製品をデザイン、製造

している。 

 

• 危険物質使用回避 
• 返却製品の受取保証 
• 解体容易なデザイン 
• リサイクル可能なプラスチックのみの使用 
• 統合部品のラベリング 
• 省エネ機能の搭載 
• 低音システムの製造 
 

 

このほか、同社はハードウェア、ソフトウェアに関しても、回収・リサイクルを実施して

いる。例えば、ドイツの Paderborn にあるリサイクリングセンターでは、下記に示すような

                                                   
133 http://www.medical.siemens.com/webapp/wcs/stores/servlet/PSGenericDisplay?storeId=10001&langId= 

-11&catalogId=-11&catTree=100001&pageId=43691 
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基準に沿って、製品の再利用に向けてリマーキングする。134 

 

• DIN EN ISO 9001 
• ドイツ国内で 1996 年より施行されている「循環経済・廃棄物法（The Closed Substance 

Cycle Waste Management Act of 1994）」 
• EU 環境関連指令に準じ、同社が 1995 年より採用している環境マネジメントシステム 
 

 

また、下記に示すように国際的な環境保護のための基準も満たすよう厳正にチェックされ

ている。 

 

図 22： 環境保護マーク 

 

 

 

 

 

出所：シーメンスウェブサイト
135 

 

 

この他、シーメンスは、ドイツで 1977 年より採用されている世界 古の環境保護マーク、

ブルー･エンジェルを採用している。ブルー･エンジェルは、環境保護政策と市場の調和を

図ることを目的に作られたもので、電気･電子機器を初めとする製品約 3,700 点が登録され

ている。同マークを掲載することで、環境に優しい製品を提供する企業として、市場で優

位性を保てるという狙いもある。同マークの採用は、原則自主的なものとなっている。シ

ーメンスのコンピューターも、同マークを表示している。136 

 

 

④ 環境マネジメント 

 

前述の「環境ミッション声明（Environmental Mission Statement）」137
にあるように、シーメンスでは、

社内でも、特に大量の物質やエネルギーを消費する部門に、公式の環境マネジメントシス

                                                   
134 http://www.fujitsu-siemens.com/services/remarketing/recycling.html 
135 http://www.fujitsu-siemens.com/aboutus/company_information/business_excellence/environmental_care/ 

development.hml 
136 http://www.blauer-engel.de/willkommen/willkommen.htm 
137 http://www.siemens.com/index.jsp?sdc_p=i1235806z3cfi1030921lmn1031263o1030921ps7uz1 
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テムを導入し、EMAS と ISO14001 準拠を徹底して行っている。EMAS に参加している施設

でも、欧州域内に拠点を置く施設数は、10 施設となっている。138  

 

シーメンスは、この他、環境保護への対策で歩調を合わせるため、国際的にも専門知識を

交換し、共有することを奨励している。この一環として、自社職員をも対象にしたトレー

ニングやセミナーを開催して、環境ポリシーや解決策などに関する意見を交わしている。

特に、社内の人材・チームや、子会社を対象に環境コンペティションを３年おきに開催し

ており、循環型製品や環境保護を目的とした製品、循環型製造過程・技術、環境マネジメ

ントやコミュニケーション、および特別環境賞といった項目で表彰している。 

 

この他、環境情報システムのための世界的なデータベースも構築した。環境・技術安全情

報システム（Environmental and Technical Safety Information System／SESIS）により、公害物

質排出や廃棄物管理といった環境保護に関連する課題や危険物質の取り扱いなど技術の安

全性に関するデータを一貫して管理、報告できる。 

                                                   
138 http://europa.eu.int/comm/environment/emas/pdf/sites/germany_en.pdf 
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添付資料： ＥＵの主な環境関連法規制リスト（2006 年２月末日時点） 
※改正法令の文書番号については、ＥＵ法の「自然番号（Natural Number）」を使って表示している。D＝決定（Decisioin）、Ｌ＝指令（Legislation）、R＝規則（Regulation） 

文書番号の例： 22004D0113 

2 2004 D 0113  

ＥＵ法分類セクター番号 法令が採択または公布された年（2004 年） 法令の種類（D＝決定） 法令の通し番号  

 

分野・項目 指令・規則・決定の正式名称・番号 ＥＵ官報掲載年月日・頁 
改正 

【一般規定・プログラム】 
第６次環境行動計画 Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2002 laying 

down the Sixth Community Environment Action Programme 
(OJ L 242, 10.9.2002, p. 1)  

94/10/EC: Commission Decision of 21 December 1993 on a standard summary form for the 
notification of a decision to award the Community eco-label 

(OJ L 7, 11.1.1994, p. 17)  

1999/698/EC: Commission Decision of 13 October 1999 establishing the ecological criteria for the 
award of the Community eco-label to portable computers  

(OJ L 276, 26.10.1999, p. 7)  

2000/45/EC: Commission Decision of 17 December 1999 establishing the ecological criteria for the 
award of the Community eco-label to washing machines 

(OJ L 16, 21.1.2000, p. 74)  
32003D0240 
32005D0384 

2000/728/EC: Commission Decision of 10 November 2000 establishing the application and annual 
fees of the Community Eco-label 

(OJ L 293, 22.11.2000, p. 18)  
32003D0393 

2000/729/EC: Commission Decision of 10 November 2000 on a standard contract covering the terms 
of use of the Community Eco-label 

(OJ L 293, 22.11.2000, p. 20)  

2000/730/EC: Commission Decision of 10 November 2000 establishing the European Union 
Eco-labelling Board and its rules of procedure 

(OJ L 293, 22.11.2000, p. 24)  

2000/731/EC: Commission Decision of 10 November 2000 establishing the rules of procedure of the 
Consultation Forum of the revised Community Eco-label Scheme  

(OJ L 293, 22.11.2000, p. 31)  

Regulation (EC) No 1980/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 on a 
revised Community eco-label award scheme 

(OJ L 237, 21.9.2000, p. 1)  

2001/405/EC: Commission Decision of 4 May 2001 establishing the ecological criteria for the award 
of the Community eco-label to tissue-paper products  

(OJ L 142, 29.5.2001, p. 10)  
32005D0384 

2001/523/EC: Commission Decision of 27 June 2001 establishing the ecological criteria for the award 
of the Community eco-label to all-purpose cleaners and cleaners for sanitary facilities  

(OJ L 189, 11.7.2001, p. 25)  

2001/607/EC: Commission Decision of 19 July 2001 establishing the ecological criteria for the award 
of the Community eco-label to hand dishwashing detergents 

(OJ L 214, 8.8.2001, p. 30)  

エコラベル 

2001/687/EC: Commission Decision of 28 August 2001 on establishing ecological criteria for the 
award of the Community eco-label to portable computers 

 (OJ L 242, 12.9.2001, p. 11)  
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2001/688/EC: Commission Decision of 28 August 2001 establishing ecological criteria for the award 
of the Community eco-label to soil improvers and growing media  

(OJ L 242, 12.9.2001, p. 17)  
32005D0384 

2001/689/EC: Commission Decision of 28 August 2001 establishing ecological criteria for the award 
of the Community eco-label to dishwashers  

(OJ L 242, 12.9.2001, p. 23)  
32005D0783 

2002/231/EC: Commission Decision of 18 March 2002 establishing revised ecological criteria for the 
award of the Community eco-label to footwear and amending Decision 1999/179/EC  

(OJ L 77, 20.3.2002, p. 50)  
32005D0783 

2002/255/EC: Commission Decision of 25 March 2002 establishing the ecological criteria for the 
award of the Community eco-label to televisions 

(OJ L 87, 4.4.2002, p. 53)  
32005D0384 

2002/272/EC: Commission Decision of 25 March 2002 establishing the ecological criteria for the 
award of the Community eco-label to hard floor-coverings 

(OJ L 94, 11.4.2002, p. 13)  
32005D0783  

2002/371/EC: Commission Decision of 15 May 2002 establishing the ecological criteria for the award 
of the Community eco-label to textile products and amending Decision 1999/178/EC 

(OJ L 133, 18.5.2002, p. 29)  

2002/739/EC: Commission Decision of 3 September 2002 establishing revised ecological criteria for 
the award of the Community eco-label to indoor paints and varnishes and amending Decision 
1999/10/EC 

(OJ L 236, 4.9.2002, p. 4)  

2002/741/EC: Commission Decision of 4 September 2002 establishing revised ecological criteria for 
the award of the Community eco-label to copying and graphic paper and amending Decision 
1999/554/EC 

(OJ L 237, 5.9.2002, p. 6)  

2002/747/EC: Commission Decision of 9 September 2002 establishing revised ecological criteria for 
the award of the Community eco-label to light bulbs and amending Decision 1999/568/EC 

(OJ L 242, 10.9.2002, p. 44)  
32005D0384 

2003/31/EC: Commission Decision of 29 November 2002 establishing revised ecological criteria for 
the award of the Community eco-label to detergents for dishwashers and amending Decision 
1999/427/EC  

(OJ L 9, 15.1.2003, p. 11)  

2003/121/EC: Commission Decision of 11 February 2003 establishing the ecological criteria for the 
award of the Community eco-label to vacuum cleaners 

(OJ L 47, 21.2.2003, p. 56)  
22003D0127  

2003/200/EC: Commission Decision of 14 February 2003 establishing revised ecological criteria for 
the award of the Community eco-label to laundry detergents and amending Decision 1999/476/EC 

(OJ L 76, 22.3.2003, p. 25)  

2003/287/EC: Commission Decision of 14 April 2003 establishing the ecological criteria for the award 
of the Community eco-label to tourist accommodation service 

(OJ L 102, 24.4.2003, p. 82)  

2004/669/EC: Commission Decision of 6 April 2004 establishing revised ecological criteria for the 
award of the Community eco-label to refrigerators and amending Decision 2000/40/EC 

(OJ L 306, 2.10.2004, p. 16)  

2005/338/EC: Commission Decision of 14 April 2005 establishing the ecological criteria for the award 
of the Community eco-label to campsite service  

(OJ L 108, 29.4.2005, p. 67)  

2005/341/EC: Commission Decision of 11 April 2005 establishing ecological criteria and the related 
assessment and verification requirements for the award of the Community eco-label to personal 
computers  

(OJ L 115, 4.5.2005, p. 1)  

2005/342/EC: Commission Decision of 23 March 2005 establishing revised ecological criteria for the 
award of the Community eco-label to hand dishwashing detergents  

(OJ L 115, 4.5.2005, p. 9)  

2005/343/EC: Commission Decision of 11 April 2005 establishing ecological criteria and the related 
assessment and verification requirements for the award of the Community eco-label to portable 
computers  

(OJ L 115, 4.5.2005, p. 35)  

 

2005/344/EC: Commission Decision of 23 March 2005 establishing ecological criteria for the award of 
the Community eco-label to all-purpose cleaners and cleaners for sanitary facilities 

(OJ L 115, 4.5.2005, p. 42)  
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2005/360/EC: Commission Decision of 26 April 2005 establishing ecological criteria and the related 
assessment and verification requirements for the award of the Community eco-label to lubricants  

(OJ L 118, 5.5.2005, p. 26)   

2002/740/EC: Commission Decision of 3 September 2002 establishing revised ecological criteria for 
the award of the Community eco-label to bed mattresses and amending Decision 98/634/EC 

(OJ L 236, 4.9.2002, p. 10)  

環境アセスメント Council Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and 
private projects on the environment 

(OJ L 175, 5.7.1985, p. 40)  
31997L0011  32003L0035 

97/264/EC: Commission Decision of 16 April 1997 on the recognition of certification procedures in 
accordance with Article 12 of Council Regulation (EEC) No 1836/93 of 29 June 1993, allowing 
voluntary participation by companies in the industrial sector in a Community eco- management and 
audit scheme  

(OJ L 104, 22.4.1997, p. 35)  

97/265/EC: Commission Decision of 16 April 1997 on the recognition of the international standard 
ISO 14001:1996 and the European standard EN ISO 14001:1996, establishing specification for 
environmental management systems, in accordance with Article 12 of Council Regulation (EEC) No 
1836/93 of 29 June 1993, allowing voluntary participation by companies in the industrial sector in a 
Community eco-management and audit scheme  

(OJ L 104, 22.4.1997, p. 37)  

2001/681/EC: Commission Decision of 7 September 2001 on guidance for the implementation of 
Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council allowing voluntary 
participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)  

(OJ L 247, 17.9.2001, p. 24)  

EMAS 

Regulation (EC) No 761/2001 of the European parliament and of the council of 19 March 2001 
allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme 
(EMAS) 

(OJ L 114, 24.4.2001, p. 1)  
12003T 

【大気汚染】 
Regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council of 29 June 2000 on 
substances that deplete the ozone layer 

(OJ L 244, 29.9.2000, p. 1)  
32000R2038  32000R2039  32003D0160 
32003R1804  32004D0232  32004R2077 
32006R0029 

2002/654/EC: Commission Decision of 12 August 2002 determining a mechanism for the allocation of 
quotas to producers and importers for hydrochlorofluorocarbons for the years 2003 to 2009 under 
Regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council 

(OJ L 220, 15.8.2002, p. 59)  

2003/256/EC: Commission Decision of 26 February 2003 on the allocation of import quotas for 
controlled substances for the period 1 January to 31 December 2003 under Regulation (EC) No 
2037/2000 of the European Parliament and of the Council 

(OJ L 95, 11.4.2003, p. 54)  

2003/316/EC: Commission Decision of 28 March 2003 on the allocation of quantities of controlled 
substances allowed for essential uses in the Community in 2003 under Regulation (EC) No 
2037/2000 of the European Parliament and of the Council  

(OJ L 115, 9.5.2003, p. 75)  

2004/209/EC: Commission Decision of 28 January 2004 on the allocation of quantities of controlled 
substances allowed for essential uses in the Community in 2004 pursuant to Regulation (EC) No 
2037/2000 of the European Parliament and of the Council  

(OJ L 66, 4.3.2004, p. 36)  

2005/103/EC: Commission Decision of 31 January 2005 determining a mechanism for the allocation 
of quotas to producers and importers of hydrochlorofluorocarbons for the years 2003 to 2009 
according to Regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council 

(OJ L 33, 5.2.2005, p. 65)  

生物圏：オゾン層破壊物質 

2005/171/EC: Commission Decision of 23 February 2005 on the allocation of quantities of controlled 
substances allowed for essential uses in the Community in 2004 under Regulation (EC) No 
2037/2000 of the European Parliament and of the Council 

(OJ L 56, 2.3.2005, p. 25)  
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Directive 2002/3/EC of the European Parliament and of the Council of 12 February 2002 relating to 
ozone in ambient air 

(OJ L 67, 9.3.2002, p. 14)  大気圏オゾン 

2004/279/EC: Commission Decision of 19 March 2004 concerning guidance for implementation of 
Directive 2002/3/EC of the European Parliament and of the Council relating to ozone in ambient air 

(OJ L 87, 25.3.2004, p. 50)  

Commission Directive 77/102/EEC of 30 November 1976 adapting to technical progress Council 
Directive 70/220/EEC of 20 March 1970 on the approximation of the laws of the Member States 
relating to measures to be taken against air pollution by gases from positive- ignition engines of motor 
vehicles 

(OJ L 32, 3.2.1977, p. 32)  

Council Directive 88/436/EEC of 16 June 1988 amending Directive 70/220/EEC on the approximation 
of the laws of the Member States relating to measures to be taken against air pollution by gases from 
engines of motor vehicles (Restriction of particulate pollutant emissions from diesel engines) 

(OJ L 214, 6.8.1988, p. 1)  

Council Directive 88/76/EEC of 3 December 1987 amending Directive 70/220/EEC on the 
approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against air pollution 
by gases from the engines of motor vehicles 

(OJ L 36, 9.2.1988, p. 1)  

Council Directive 89/458/EEC of 18 July 1989 amending with regard to European emission standards 
for cars below 1,4 litres, Directive 70/220/EEC on the approximation of the laws of the Member States 
relating to measures to be taken against air pollution by emissions from motor vehicles 

(OJ L 226, 3.8.1989, p. 1)  

Council Directive 91/441/EEC of 26 June 1991 amending Directive 70/220/EEC on the approximation 
of the laws of the Member States relating to measures to be taken against air pollution by emissions 
from motor vehicles 

(OJ L 242, 30.8.1991, p. 1)  

Council Directive 93/59/EEC of 28 June 1993 amending Directive 70/220/EEC on the approximation 
of the laws of the Member States relating to measures to be taken against air pollution by emissions 
from motor vehicles 

(OJ L 186, 28.7.1993, p. 21) 

Directive 94/12/EC of the European Parliament and the Council of 23 March 1994 relating to 
measures to be taken against air pollution by emissions from motor vehicles and amending Directive 
70/220/EEC 

(OJ L 100, 19.4.1994, p. 42)  

Commission Directive 96/44/EC of 1 July 1996 adapting to technical progress Council Directive 
70/220/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken 
against air pollution by emissions from motor vehicles  

(OJ L 210, 20.8.1996, p. 25)  

自動車の排気による大気汚染に関わる規制 

Directive 98/69/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 relating to 
measures to be taken against air pollution by emissions from motor vehicles and amending Council 
Directive 70/220/EEC 

(OJ L 350, 28.12.1998, p. 1)  

Council Directive 72/306/EEC of 2 August 1972 on the approximation of the laws of the Member 
States relating to the measures to be taken against the emission of pollutants from diesel engines for 
use in vehicles 

(OJ L 190, 20.8.1972, p. 1)  
31989L0491  31997L0020  32005L0021 

Commission Directive 97/20/EC of 18 April 1997 adapting to technical progress Council Directive 
72/306/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be 
taken against the emission of pollutants from diesel engines for use in vehicles  

(OJ L 125, 16.5.1997, p. 21)  

Council Directive 88/77/EEC of 3 December 1987 on the approximation of the laws of the Member 
States relating to the measures to be taken against the emission of gaseous pollutants from diesel 
engines for use in vehicles 

(OJ L 36, 9.2.1988, p. 33)  
11994N 31999L0096  32001L0027 
12003T 

ディーゼルエンジンからの汚染物質排気 

Commission Directive 2005/21/EC of 7 March 2005 adapting to technical progress Council Directive 
72/306/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be 
taken against the emission of pollutants from diesel engines for use in vehicles 

(OJ L 61, 8.3.2005, p. 25)  
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Directive 1999/96/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against the 
emission of gaseous and particulate pollutants from compression ignition engines for use in vehicles, 
and the emission of gaseous pollutants from positive ignition engines fuelled with natural gas or 
liquefied petroleum gas for use in vehicles and amending Council Directive 88/77/EEC 

(OJ L 44, 16.2.2000, p. 1)  

Commission Directive 2001/27/EC of 10 April 2001 adapting to technical progress Council Directive 
88/77/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken 
against the emission of gaseous and particulate pollutants from compression-ignition engines for use 
in vehicles, and the emission of gaseous pollutants from positive-ignition engines fuelled with natural 
gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles  

(OJ L 107, 18.4.2001, p. 10)  

 

Directive 2005/55/EC of the European Parliament and of the Council of 28 September 2005 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the 
emission of gaseous and particulate pollutants from compression-ignition engines for use in vehicles, 
and the emission of gaseous pollutants from positive-ignition engines fuelled with natural gas or 
liquefied petroleum gas for use in vehicles  

(OJ L 275, 20.10.2005, p. 1)  
32005L0078 

Council Directive 77/537/EEC of 28 June 1977 on the approximation of the laws of the Member 
States relating to the measures to be taken against the emission of pollutants from diesel engines for 
use in wheeled agricultural or forestry tractors 

(OJ L 220, 29.8.1977, p. 38)  
31982L0890  31997L0054 

農業・林業用トラクターによる汚染物質 

Directive 2000/25/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2000 on action to be 
taken against the emission of gaseous and particulate pollutants by engines intended to power 
agricultural or forestry tractors and amending Council Directive 74/150/EEC 

(OJ L 173, 12.7.2000, p. 1)  
12003T 32005L0013 

Directive 97/68/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1997 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to measures against the emission of 
gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road 
mobile machinery 

(OJ L 59, 27.2.1998, p. 1)  
32001L0063 32002L0088 12003T 
32004L0026 

道路車両以外の移動機器による汚染物質 

Directive 2002/88/EC of the European Parliament and of the Council of 9 December 2002 amending 
Directive 97/68/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to measures 
against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be 
installed in non-road mobile machinery 

(OJ L 35, 11.2.2003, p. 28)  

自動車燃料 Council Directive 80/1268/EEC of 16 December 1980 on the approximation of the laws of the Member 
States relating to the fuel consumption of motor vehicles 

(OJ L 375, 31.12.1980, p. 36)  
31989L0491  31993L0116  31999L0100  
32004L0003 

Council Directive 93/12/EEC of 23 March 1993 relating to the sulphur content of certain liquid fuels (OJ L 74, 27.3.1993, p. 81)  
31998L0070  31999L0032 

Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 relating to the 
quality of petrol and diesel fuels and amending Council Directive 93/12/EEC 

(OJ L 350, 28.12.1998, p. 58) 
32000L0071  32003L0017  32003R1882 

特定の液体燃料の硫黄含有量 

Council Directive 1999/32/EC of 26 April 1999 relating to a reduction in the sulphur content of certain 
liquid fuels and amending Directive 93/12/EEC 

(OJ L 121, 11.5.1999, p. 13)  
32003R1882  32005L0033 

重油燃料の硫黄分 2003/3/EC: Commission Decision of 17 December 2002 on a request from Greece for authorisation to 
use heavy fuel oils with a maximum sulphur content of 3 % by mass in part of its territory  

(OJ L 4, 9.1.2003, p. 16)  

工場からの大気汚染取り組み Council Directive 84/360/EEC of 28 June 1984 on the combating of air pollution from industrial plants (OJ L 188, 16.7.1984, p. 20)  
31991L0692 

生物圏：二酸化窒素 Council Directive 85/203/EEC of 7 March 1985 on air quality standards for nitrogen dioxide (OJ L 87, 27.3.1985, p. 1)  
31991L0692 11994N   31999L0030 
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生物圏：温室効果ガス排出 93/389/EEC: Council Decision of 24 June 1993 for a monitoring mechanism of Community CO2 and 
other greenhouse gas emissions 

(OJ L 167, 9.7.1993, p. 31)  
31999D0296  32003R1882 

生物圏：鉛 96/511/EC: Commission Decision of 29 July 1996 concerning the questionnaires provided for in 
Council Directives 80/779/EEC, 82/884/EEC, 84/360/EEC and 85/203/EEC  

(OJ L 213, 22.8.1996, p. 16)  

生物圏：大気の質に関する情報およびデータの交

換 
97/101/EC: Council Decision of 27 January 1997 establishing a reciprocal exchange of information 
and data from networks and individual stations measuring ambient air pollution within the Member 
States 

(OJ L 35, 5.2.1997, p. 14)  
32001D0752 

エネルギー効率向上による二酸化炭素排出制限 Council Directive 93/76/EEC of 13 September 1993 to limit carbon dioxide emissions by improving 
energy efficiency (SAVE) 

(OJ L 237, 22.9.1993, p. 28)  

大気質評価・管理 Council Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment and 
management 

(OJ L 296, 21.11.1996, p. 55) 
32003R1882 

ガソリン備蓄による揮発性有機化合物(VOC)の
排出 

European Parliament and Council Directive 94/63/EC of 20 December 1994 on the control of volatile 
organic compound (VOC) emissions resulting from the storage of petrol and its distribution from 
terminals to service stations 

(OJ L 365, 31.12.1994, p. 24) 
32003R1882 

Council Directive 1999/13/EC of 11 March 1999 on the limitation of emissions of volatile organic 
compounds due to the use of organic solvents in certain activities and installations 

(OJ L 85, 29.3.1999, p. 1)  
32003R1882  32004L0042 

2000/541/EC: Commission Decision of 6 September 2000 on criteria for assessing national plans 
according to Article 6 of Council Directive 1999/13/EC 

(OJ L 230, 12.9.2000, p. 16)  

Directive 2004/42/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the limitation 
of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain paints and 
varnishes and vehicle refinishing products and amending Directive 1999/13/EC 

(OJ L 143, 30.4.2004, p. 87)  

特定の施設における特定の産業活動による揮発

性有機化合物(VOC)の排出 

2002/529/EC: Commission Decision of 27 June 2002 concerning a questionnaire for Member States 
reports on the implementation of Directive 1999/13/EC on the limitation of emissions of volatile 
organic compounds due to the use of organic solvents in certain activities and installations 

(OJ L 172, 2.7.2002, p. 57)  

Directive 1999/94/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 relating to 
the availability of consumer information on fuel economy and CO2 emissions in respect of the 
marketing of new passenger cars 

(OJ L 12, 18.1.2000, p. 16)  
32003L0073  32003R1882 

新型乗用車のマーケティングに関する燃費およ

び二酸化炭素排出の情報提供について 

2001/677/EC: Commission Decision of 10 August 2001 on a reporting format for completion by 
Member States in accordance with Article 9 of Directive 1999/94/EC  

(OJ L 237, 6.9.2001, p. 5)  

新型乗用車の二酸化炭素排出 Decision No 1753/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 2000 
establishing a scheme to monitor the average specific emissions of CO2 from new passenger cars 

(OJ L 202, 10.8.2000, p. 1)  

大気中の二酸化硫黄、二酸化窒素、窒素酸化物、

粒子物質、鉛の数値の制限 
Council Directive 1999/30/EC of 22 April 1999 relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen 
dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air 

(OJ L 163, 29.6.1999, p. 41)  
32001D0744 

大気中のベンゼン・一酸化炭素の数値制限 Directive 2000/69/EC of the European Parliament and of the Council of 16 November 2000 relating to 
limit values for benzene and carbon monoxide in ambient air 

(OJ L 313, 13.12.2000, p. 12)  

特定の大気汚染物質の排出上限 Directive 2001/81/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on national 
emission ceilings for certain atmospheric pollutants 

(OJ L 309, 27.11.2001, p. 22)  
12003T 

大気中の特定の汚染物質の制限 2004/224/EC: Commission Decision of 20 February 2004 laying down arrangements for the 
submission of information on plans or programmes required under Council Directive 96/62/EC in 
relation to limit values for certain pollutants in ambient air  

(OJ L 68, 6.3.2004, p. 27)  

大気中の砒素、カドミウム、水銀、ニッケル、多

環性芳香族炭化水素 
Directive 2004/107/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 relating 
to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air 

(OJ L 23, 26.1.2005, p. 3)  

大規模燃焼施設からの特定汚染物の排出の制限 Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on the 
limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants 

(OJ L 309, 27.11.2001, p. 1)  
12003T 
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建物のエネルギー性能 Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the 
energy performance of buildings 

(OJ L 1, 4.1.2003, p. 65)  

2003/37/EC: Commission Decision of 16 January 2003 concerning guidance on a provisional 
reference method for the sampling and measurement of PM2.5 under Directive 1999/30/EC  

(OJ L 12, 17.1.2003, p. 31)  PM2.5 のサンプリング・測定 

2004/470/EC: COMMISSION DECISION of 29 April 2004 concerning guidance on a provisional 
reference method for the sampling and measurement of PM 2.5 

(OJ L 160, 30.4.2004, p. 51)  

温室効果ガス排出の監視・報告要件 2004/156/EC: Commission Decision of 29 January 2004 establishing guidelines for the monitoring 
and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European 
Parliament and of the Council  

(OJ L 59, 26.2.2004, p. 1)  

Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 
concerning a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing 
the Kyoto Protocol 

(OJ L 49, 19.2.2004, p. 1)  温室効果ガス排出監視のメカニズムと京都議定

書の実施 

2005/166/EC: Commission Decision of 10 February 2005 laying down rules implementing Decision 
No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council concerning a mechanism for 
monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol 

(OJ L 55, 1.3.2005, p. 57)  

【汚染】 
Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and 
control 

(OJ L 257, 10.10.1996, p. 26)  
32003L0035  32003L0087  32003R1882 

1999/391/EC: Commission Decision of 31 May 1999 concerning the questionnaire relating to Council 
Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control (IPPC) (implementation of 
Council Directive 91/692/EEC)  

(OJ L 148, 15.6.1999, p. 39)  
32003D0241 

2000/479/EC: Commission Decision of 17 July 2000 on the implementation of a European pollutant 
emission register (EPER) according to Article 15 of Council Directive 96/61/EC concerning integrated 
pollution prevention and control (IPPC)  

(OJ L 192, 28.7.2000, p. 36)  

Directive 2003/35/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 providing for 
public participation in respect of the drawing up of certain plans and programmes relating to the 
environment and amending with regard to public participation and access to justice Council Directives
85/337/EEC and 96/61/EC - Statement by the Commission 

(OJ L 156, 25.6.2003, p. 17)  

Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing 
a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending 
Council Directive 96/61/EC 

(OJ L 275, 25.10.2003, p. 32) 
32004L0101 

Commission Regulation (EC) No 2216/2004 of 21 December 2004 for a standardised and secured 
system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council 
and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council 

(OJ L 386, 29.12.2004, p. 1)  

統合的汚染予防および制御（IPPC 指令） 

2005/381/EC: Commission Decision of 4 May 2005 establishing a questionnaire for reporting on the 
application of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a 
scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council 
Directive 96/61/EC  

(OJ L 126, 19.5.2005, p. 43)  

アスベスト汚染の予防・削減 Council Directive 87/217/EEC of 19 March 1987 on the prevention and reduction of environmental 
pollution by asbestos 

(OJ L 85, 28.3.1987, p. 40)  
31991L0692  11994N  32003R0807 

危険物質の分類・包装・ラベル表示 Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 concerning the 
approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to 
the classification, packaging and labelling of dangerous preparations 

(OJ L 200, 30.7.1999, p. 1)  
32001L0060  32003R1882  32004L0066  
32006L0008 
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運輸におけるバイオ燃料・その他再生可能燃料の

使用促進 
Directive 2003/30/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2003 on the promotion 
of the use of biofuels or other renewable fuels for transport 

(OJ L 123, 17.5.2003, p. 42)  

環境責任指令 Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on 
environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage 

(OJ L 143, 30.4.2004, p. 56)  

【廃棄物管理およびクリーンテクノロジー】 
廃油の廃棄処理 Council Directive 75/439/EEC of 16 June 1975 on the disposal of waste oils (OJ L 194, 25.7.1975, p. 23)  

31987L0101  31991L0692  32000L0076 
廃棄物処理（枠組み指令） Council Directive 75/442/EEC of 15 July 1975 on waste (OJ L 194, 25.7.1975, p. 39)  

31991L0156  31991L0692  31996D0350  
32003R1882 

二酸化チタン産業廃棄物 Council Directive 78/176/EEC of 20 February 1978 on waste from the titanium dioxide industry (OJ L 54, 25.2.1978, p. 19)  
31982L0883  31983L0029  31991L0692 

ニ酸化チタン廃棄物による環境への影響の調査

および監視 
Council Directive 82/883/EEC of 3 December 1982 on procedures for the surveillance and monitoring 
of environments concerned by waste from the titanium dioxide industry 

(OJ L 378, 31.12.1982, p. 1)  
11985I 11994N   32003R0807 

ニ酸化チタン産業廃棄物による汚染削減計画 Council Directive 92/112/EEC of 15 December 1992 on procedures for harmonizing the programmes 
for the reduction and eventual elimination of pollution caused by waste from the titanium dioxide 
industry 

(OJ L 409, 31.12.1992, p. 11)  

下水沈殿物が農業用に使われる際の、土壌に関す

る環境保護 
Council Directive 86/278/EEC of 12 June 1986 on the protection of the environment, and in particular 
of the soil, when sewage sludge is used in agriculture 

(OJ L 181, 4.7.1986, p. 6)  
31991L0692  32003R0807 

Council Directive 91/157/EEC of 18 March 1991 on batteries and accumulators containing certain 
dangerous substances 

(OJ L 78, 26.3.1991, p. 38)  
31998L0101 

使用済電池および蓄電池の廃棄処理 

Commission Directive 93/86/EEC of 4 October 1993 adapting to technical progress Council Directive 
91/157/EEC on batteries and accumulators containing certain dangerous substances 

(OJ L 264, 23.10.1993, p. 51)  

Council Directive 91/689/EEC of 12 December 1991 on hazardous waste (OJ L 377, 31.12.1991, p. 20)  
31994L0031 

96/302/EC: Commission Decision of 17 April 1996 establishing a format in which information is to be 
provided pursuant to Article 8 (3) of Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste  

(OJ L 116, 11.5.1996, p. 26)  

危険廃棄物：危険廃棄物の制御された管理 

2002/909/EC: Commission Decision of 13 November 2002 on Italian rules waiving permitting 
requirements for undertakings and establishments recovering hazardous waste under Article 3 of 
Directive 91/689/EEC on hazardous waste (OJ L 315, 19.11.2002, p. 16)  

 

Council Regulation (EEC) No 259/93 of 1 February 1993 on the supervision and control of shipments 
of waste within, into and out of the European Community 

(OJ L 30, 6.2.1993, p. 1)  
31997R0120  31999D0816  32001R2557 

94/774/EC: Commission Decision of 24 November 1994 concerning the standard consignment note 
referred to in Council Regulation (EEC) No 259/93 on the supervision and control of shipments of 
waste within, into and out of the European Community 

(OJ L 310, 3.12.1994, p. 70)  

1999/412/EC: Commission Decision of 3 June 1999 concerning a questionnaire for the reporting 
obligation of Member States pursuant to Article 41(2) of Council Regulation (EEC) No 259/93 

(OJ L 156, 23.6.1999, p. 37)  

廃棄物の国境外輸送の管理および規制 

Commission Regulation (EC) No 1547/1999 of 12 July 1999 determining the control procedures 
under Council Regulation (EEC) No 259/93 to apply to shipments of certain types of waste to certain 
countries to which OECD Decision C(92)39 final does not apply  

(OJ L 185, 17.7.1999, p. 1)  
32000R0334  32000R0354  32000R1208 
32000R1552  32001R0077  32001R1800 
32001R2243  32003R2118  32005R0105 

包装および包装廃棄物 European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and 
packaging waste 

(OJ L 365, 31.12.1994, p. 10)  
32003R1882  32004L0012  32005L0020 
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97/129/EC: Commission Decision of 28 January 1997 establishing the identification system for 
packaging materials pursuant to European Parliament and Council Directive 94/62/EC on packaging 
and packaging waste  

(OJ L 50, 20.2.1997, p. 28)  

97/138/EC: Commission Decision of 3 February 1997 establishing the formats relating to the 
database system pursuant to European Parliament and Council Directive 94/62/EC on packaging and 
packaging waste  

(OJ L 52, 22.2.1997, p. 22)  

1999/42/EC: Commission Decision of 22 December 1998 confirming the measures notified by Austria 
pursuant to Article 6(6) of Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council on 
packaging and packaging waste (Only the German text is authentic)  

(OJ L 14, 19.1.1999, p. 24)  

1999/177/EC: Commission Decision of 8 February 1999 establishing the conditions for a derogation 
for plastic crates and plastic pallets in relation to the heavy metal concentration levels established in 
Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste 

(OJ L 56, 4.3.1999, p. 47)  

2001/171/EC: Commission Decision of 19 February 2001 establishing the conditions for a derogation 
for glass packaging in relation to the heavy metal concentration levels established in Directive 
94/62/EC on packaging and packaging waste  

(OJ L 62, 2.3.2001, p. 20)  

 

2001/524/EC: Commission Decision of 28 June 2001 relating to the publication of references for 
standards EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 and EN 13432:2000 in 
the Official Journal of the European Communities in connection with Directive 94/62/EC on packaging 
and packaging waste   

(OJ L 190, 12.7.2001, p. 21)  

Council Directive 96/59/EC of 16 September 1996 on the disposal of polychlorinated biphenyls and 
polychlorinated terphenyls (PCB/PCT) 

(OJ L 243, 24.9.1996, p. 31) PCB および PCT の廃棄処理 

2001/68/EC: Commission Decision of 16 January 2001 establishing two reference methods of 
measurement for PCBs pursuant to Article 10(a) of Council Directive 96/59/EC on the disposal of 
polychlorinated biphenyls and polychlorinated terphenyls (PCBs/PCTs)  

(OJ L 23, 25.1.2001, p. 31)  

焼却： 新しい焼却場 Council Directive 89/369/EEC of 8 June 1989 on the prevention of air pollution from new municipal 
waste incineration plants 

(OJ L 163, 14.6.1989, p. 32)  

焼却： 既存の地方自治体の焼却場による汚

染の削減 
Council Directive 89/429/EEC of 21 June 1989 on the reduction of air pollution from existing municipal 
waste-incineration plants 

(OJ L 203, 15.7.1989, p. 50)  

Council Directive 94/67/EC of 16 December 1994 on the incineration of hazardous waste (OJ L 365, 31.12.1994, p. 34) 
32003R1882 

焼却： 危険廃棄物の焼却 
 

97/283/EC: Commission Decision of 21 April 1997 on harmonized measurement methods to 
determine the mass concentration of dioxins and furans in atmospheric emissions in accordance with 
Article 7 (2) of Directive 94/67/EC on the incineration of hazardous waste 

(OJ L 113, 30.4.1997, p. 11)  

焼却： 廃棄物焼却 Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 on the 
incineration of waste 

(OJ L 332, 28.12.2000, p. 91)  

Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste (OJ L 182, 16.7.1999, p. 1)  
32003R1882 

2000/738/EC: Commission Decision of 17 November 2000 concerning a questionnaire for Member 
States reports on the implementation of Directive 1999/31/EC on the landfill of waste 

(OJ L 298, 25.11.2000, p. 24)  

埋立： 廃棄物 

2003/33/EC: Council Decision of 19 December 2002 establishing criteria and procedures for the 
acceptance of waste at landfills pursuant to Article 16 of and Annex II to Directive 1999/31/EC 

(OJ L 11, 16.1.2003, p. 27)  
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廃棄物の非 OECD 加盟国への輸送 Council Regulation (EC) No 1420/1999 of 29 April 1999 establishing common rules and procedures to 
apply to shipments to certain non-OECD countries of certain types of waste 

(OJ L 166, 1.7.1999, p. 6)  
32000R1208  32000R2630  32001R0077 
32001R1800  32001R2243  32003R2118 
32005R0105 

危険廃棄物のリスト 2000/532/EC: Commission Decision of 3 May 2000 replacing Decision 94/3/EC establishing a list of 
wastes pursuant to Article 1(a) of Council Directive 75/442/EEC on waste and Council Decision 
94/904/EC establishing a list of hazardous waste pursuant to Article 1(4) of Council Directive 
91/689/EEC on hazardous waste 

(OJ L 226, 6.9.2000, p. 3)  
32001D0118  32001D0119  32001D0573 

Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of 
life vehicles - Commission Statements 

(OJ L 269, 21.10.2000, p. 34) 
32002D0525  32005D0063  32005D0438 
32005D0673 

2001/753/EC: Commission Decision of 17 October 2001 concerning a questionnaire for Member 
States reports on the implementation of Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the 
Council on end-of-life vehicles  

(OJ L 282, 26.10.2001, p. 77)  

2002/151/EC: Commission Decision of 19 February 2002 on minimum requirements for the certificate 
of destruction issued in accordance with Article 5(3) of Directive 2000/53/EC of the European 
Parliament and of the Council on end-of-life vehicles  

(OJ L 50, 21.2.2002, p. 94)  

2003/138/EC: Commission Decision of 27 February 2003 establishing component and material 
coding standards for vehicles pursuant to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of 
the Council on end-of-life vehicles  

(OJ L 53, 28.2.2003, p. 58)  

廃車管理 

2005/293/EC: Commission Decision of 1 April 2005 laying down detailed rules on the monitoring of 
the reuse/recovery and reuse/recycling targets set out in Directive 2000/53/EC of the European 
Parliament and of the Council on end-of-life vehicles 

(OJ L 94, 13.4.2005, p. 30)  

電化製品における有害物質使用制限（RoHS 指

令） 
Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on the 
restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 

(OJ L 37, 13.2.2003, p. 19)  
32005D0618  32005D0717  32005D0747 

Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on waste 
electrical and electronic equipment (WEEE) - Joint declaration of the European Parliament, the 
Council and the Commission relating to Article 9 

(OJ L 37, 13.2.2003, p. 24)  
32003L0108 

Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on waste 
electrical and electronic equipment (WEEE) - Joint declaration of the European Parliament, the 
Council and the Commission relating to Article 9 

(OJ L 37, 13.2.2003, p. 24)  
32003L0108 

2004/249/EC: Commission Decision of 11 March 2004 concerning a questionnaire for Member States 
reports on the implementation of Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council 
on waste electrical and electronic equipment (WEEE)  

(OJ L 78, 16.3.2004, p. 56)  

2004/312/EC: Council Decision of 30 March 2004 granting the Czech Republic, Estonia, Hungary, 
Latvia, Lithuania, Slovakia and Slovenia certain temporary derogations from Directive 2002/96/EC on 
waste electrical and electronic equipment 

(OJ L 100, 6.4.2004, p. 33)  

2004/486/EC: Council Decision of 26 April 2004 granting Cyprus, Malta and Poland certain temporary 
derogations from Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment 

(OJ L 162, 30.4.2004, p. 114)  

廃電気・電子機器（WEEE 指令） 

2005/369/EC: Commission Decision of 3 May 2005 laying down rules for monitoring compliance of 
Member States and establishing data formats for the purposes of Directive 2002/96/EC of the 
European Parliament and of the Council on waste electrical and electronic equipment  

(OJ L 119, 11.5.2005, p. 13)  
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2004/249/EC: Commission Decision of 11 March 2004 concerning a questionnaire for Member States 
reports on the implementation of Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council 
on waste electrical and electronic equipment (WEEE)  

(OJ L 78, 16.3.2004, p. 56)  

2004/312/EC: Council Decision of 30 March 2004 granting the Czech Republic, Estonia, Hungary, 
Latvia, Lithuania, Slovakia and Slovenia certain temporary derogations from Directive 2002/96/EC on 
waste electrical and electronic equipment 

(OJ L 100, 6.4.2004, p. 33)  

2004/486/EC: Council Decision of 26 April 2004 granting Cyprus, Malta and Poland certain temporary 
derogations from Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment 

(OJ L 162, 30.4.2004, p. 114)  

2005/369/EC: Commission Decision of 3 May 2005 laying down rules for monitoring compliance of 
Member States and establishing data formats for the purposes of Directive 2002/96/EC of the 
European Parliament and of the Council on waste electrical and electronic equipment  

(OJ L 119, 11.5.2005, p. 13)  

 

2005/369/EC: Commission Decision of 3 May 2005 laying down rules for monitoring compliance of 
Member States and establishing data formats for the purposes of Directive 2002/96/EC of the 
European Parliament and of the Council on waste electrical and electronic equipment  

(OJ L 119, 11.5.2005, p. 13)  

【水質保護・管理】 
Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing 
a framework for Community action in the field of water policy 

(OJ L 327, 22.12.2000, p. 1)  
32001D2455 

Decision No 2455/2001/EC of the European Parliament and of the Council of 20 November 2001 
establishing the list of priority substances in the field of water policy and amending Directive 
2000/60/EC 

(OJ L 331, 15.12.2001, p. 1)  

ＥＵの水質対策に関する枠組み 

2005/646/EC: Commission Decision of 17 August 2005 on the establishment of a register of sites to 
form the intercalibration network in accordance with Directive 2000/60/EC of the European Parliament 
and of the Council 

(OJ L 243, 19.9.2005, p. 1)  

飲料水：一般規制 Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human 
consumption 

(OJ L 330, 5.12.1998, p. 32) 
32003R1882 

飲料水：地上の淡水：質および管理条項 Council Directive 75/440/EEC of 16 June 1975 concerning the quality required of surface water 
intended for the abstraction of drinking water in the Member States 

(OJ L 194, 25.7.1975, p. 26)  
31979L0869  31991L0692 

飲料水：地上の淡水：計測および分析の方法 Council Directive 79/869/EEC of 9 October 1979 concerning the methods of measurement and 
frequencies of sampling and analysis of surface water intended for the abstraction of drinking water in 
the Member States 

(OJ L 271, 29.10.1979, p. 44) 
31981L0855  11985I  31991L0692 
  11994N  32003R0807 

都市廃水処理 Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment (OJ L 135, 30.5.1991, p. 40) 
32003R1882 

浴用水の水質 Council Directive 76/160/EEC of 8 December 1975 concerning the quality of bathing water (OJ L 31, 5.2.1976, p. 1)  
11979H   11985I  
31991L0692  11994N       32003R0807 

甲殻類が生息する水源の水質 Council Directive 79/923/EEC of 30 October 1979 on the quality required of shellfish waters (OJ L 281, 10.11.1979, p. 47) 
31991L0692 

Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against 
pollution caused by nitrates from agricultural sources 

(OJ L 375, 31.12.1991, p. 1)  
32003R1882 

排出物： 農業廃水による硝酸カリ(化学肥料)
汚染からの水質保護 

2005/294/EC: Commission Decision of 5 April 2005 concerning a request for derogation under point 
2(b) of Annex III to and Article 9 of Council Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters 
against pollution caused by nitrates from agricultural sources 

(OJ L 94, 13.4.2005, p. 34)  
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 2005/880/EC: Commission Decision of 8 December 2005 granting a derogation requested by the 
Netherlands pursuant to Council Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters against 
pollution caused by nitrates from agricultural sources 

(OJ L 324, 10.12.2005, p. 89)  

排出物： 非イオン性界面活性剤の生物分解性

テスト手法 
Council Directive 82/242/EEC of 31 March 1982 on the approximation of the laws of the Member 
States relating to methods of testing the biodegradability of non-ionic surfactants and amending 
Directive 73/404/EEC 

(OJ L 109, 22.4.1982, p. 1)  

排出物： 洗剤に含まれる界面活性剤の生物分

解性 
Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on 
detergents  

(OJ L 104, 8.4.2004, p. 1)  

危険排出物：水銀 Council Directive 82/176/EEC of 22 March 1982 on limit values and quality objectives for mercury 
discharges by the chlor-alkali electrolysis industry 

(OJ L 81, 27.3.1982, p. 29)  
31991L0692 

危険排出物： カドミウム Council Directive 83/513/EEC of 26 September 1983 on limit values and quality objectives for 
cadmium discharges 

(OJ L 291, 24.10.1983, p. 1)  
31991L0692 

危険排出物： ヘクサクロロシクロヘキ

サン 
Council Directive 84/491/EEC of 9 October 1984 on limit values and quality objectives for discharges 
of hexachlorocyclohexane 

(OJ L 274, 17.10.1984, p. 11) 
31991L0692  31988L0347  31990L0415  
31991L0692 

Council Directive 76/464/EEC of 4 May 1976 on pollution caused by certain dangerous substances 
discharged into the aquatic environment of the Community 

(OJ L 129, 18.5.1976, p. 23)  
31991L0692  32000L0060  

Council Directive 86/280/EEC of 12 June 1986 on limit values and quality objectives for discharges of 
certain dangerous substances included in List I of the Annex to Directive 76/464/EEC 

(OJ L 181, 4.7.1986, p. 16)  
 

Council Directive 88/347/EEC of 16 June 1988 amending Annex II to Directive 86/280/EEC on limit 
values and quality objectives for discharges of certain dangerous substances included in List I of the 
Annex to Directive 76/464/EEC 

(OJ L 158, 25.6.1988, p. 35)  

危険排出物： その他の危険物：水中環

境の保護 

Council Directive 91/692/EEC of 23 December 1991 standardizing and rationalizing reports on the 
implementation of certain Directives relating to the environment 

(OJ L 377, 31.12.1991, p. 48) 
32003R1882 

危険排出物： その他の危険物：地下水

の保護 
Council Directive 80/68/EEC of 17 December 1979 on the protection of groundwater against pollution 
caused by certain dangerous substances 

(OJ L 20, 26.1.1980, p. 43)  
31991L0692 

海洋汚染： 事故による海洋汚染 Decision No 2850/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 20 December 2000 
setting up a Community framework for cooperation in the field of accidental or deliberate marine 
pollution 

(OJ L 332, 28.12.2000, p. 1)  
32004D0787 

海洋汚染： 船舶による汚染に関する規制の強化 Council Framework Decision 2005/667/JHA of 12 July 2005 to strengthen the criminal-law framework 
for the enforcement of the law against ship-source pollution 

(OJ L 255, 30.9.2005, p. 164)  

海洋汚染： 船舶による汚染と違反に対する罰則 Directive 2005/35/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on 
ship-source pollution and on the introduction of penalties for infringements 

(OJ L 255, 30.9.2005, p. 11)  

海洋汚染： 有機スズ化合物の船舶への使用禁止 Regulation (EC) No 782/2003 of the European Parliament and of the Council of 14 April 2003 on the 
prohibition of organotin compounds on ships 

(OJ L 115, 9.5.2003, p. 1)  
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【化学製品、産業危険性、バイオテクノロジー】 

特定の危険物やその生成物のマーケティング・使

用の制限に関する法律、規則並びに行政通達の統

合化 

Council Directive 76/769/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws, regulations and 
administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of 
certain dangerous substances and preparations 

(OJ L 262, 27.9.1976, p. 201) 
31979L0663  31982L0806  31982L0828 
31983L0264  31983L0478  31985L0467 
31985L0610  31989L0677  31989L0678 
31991L0157  31991L0173  31991L0338  
31991L0339  31991L0659  31994L0027 
31994L0048  31994L0060  31996L0055 
31997L0010  31997L0016  31997L0056 
31997L0064  31999L0043  31999L0051 
31999L0077  32001L0090  32001L0091 
32002L0045  32002L0061  32002L0062 
32003L0002  32003L0003  32003L0011 
32003L0034  32003L0036  32003L0053 
32004L0021  32004L0096  32004L0098 
32005L0059  32005L0069  32005L0084 

化学物質リストの作成 85/71/EEC: Commission Decision of 21 December 1984 concerning the list of chemical substances 
notified pursuant to Council Directive 67/548/EEC on the approximation of laws, regulations and 
administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous 
substances 

(OJ L 30, 2.2.1985, p. 33)  

既存物質のリスク評価・管理 Council Regulation (EEC) No 793/93 of 23 March 1993 on the evaluation and control of the risks of 
existing substances 

(OJ L 84, 5.4.1993, p. 1)  
32003R1882 

優先物質リスト Commission Regulation (EC) No 1179/94 of 25 May 1994 concerning the first list of priority 
substances as foreseen under Council Regulation (EEC) No 793/93 

(OJ L 131, 26.5.1994, p. 3)  

第二優先物質リスト Commission Regulation (EC) No 2268/95 of 27 September 1995 concerning the second list of priority 
substances as foreseen under Council Regulation (EEC) No 793/93 

(OJ L 231, 28.9.1995, p. 18)  

第三優先物質リスト Commission Regulation (EC) No 143/97 of 27 January 1997 concerning the third list of priority 
substances as foreseen under Council Regulation (EEC) No 793/93  

(OJ L 25, 28.1.1997, p. 13)  

物質の人体や環境に与えるリスク評価の原則 Commission Directive 93/67/EEC of 20 July 1993 laying down the principles for assessment of risks 
to man and the environment of subtances notified in accordance with Council Directive 67/548/EEC

(OJ L 227, 8.9.1993, p. 9)  

既存化学物質の人や環境に与えるリスク評価の

原則 
Commission Regulation (EC) No 1488/94 of 28 June 1994 laying down the principles for the 
assessment of risks to man and the environment of existing substances in accordance with Council 
Regulation (EEC) No 793/93  

(OJ L 161, 29.6.1994, p. 3)  

既存化学物質の情報配信 Commission Regulation (EC) No 142/97 of 27 January 1997 concerning the delivery of information 
about certain existing substances as foreseen under Council Regulation (EEC) No 793/93  

(OJ L 25, 28.1.1997, p. 11)  

既存物質の輸入 Commission Regulation (EC) No 2161/1999 of 12 October 1999 imposing further testing 
requirements on the importers or manufacturers of a certain priority substance as foreseen under 
Council Regulation (EEC) No 793/93 on the evaluation and control of the risks of existing substances

(OJ L 265, 13.10.1999, p. 11)  

既存優先物質の製造・輸入 Commission Regulation (EC) No 2592/2001 of 28 December 2001 imposing further information and 
testing requirements on the manufacturers or importers of certain priority substances in accordance 
with Council Regulation (EEC) No 793/93 on the evaluation and control of the risk of existing 
substances 

(OJ L 345, 29.12.2001, p. 25)   
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既存優先物質の製造・輸入 Commission Regulation (EC) No 642/2005 of 27 April 2005 imposing testing and information 
requirements on the importers or manufacturers of certain priority substances in accordance with 
Council Regulation (EEC) No 793/93 on the evaluation and control of the risks of existing substances

(OJ L 107, 28.4.2005, p. 14)  

危険化学物質の輸出入に関する規定（PIC 手続き

の施行） 
Regulation (EC) No 304/2003 of the European Parliament and of the Coucil of 28 January 2003 
concerning the export and import of dangerous chemicals  

(OJ L 63, 6.3.2003, p. 1)  
32003R1213  32004R0775 

Council Directive 90/219/EEC of 23 April 1990 on the contained use of genetically modified 
micro-organisms 

(OJ L 117, 8.5.1990, p. 1) 
31998L0081 32001D0204  
32003R1882 
32005D0174 

91/448/EEC: Commission Decision of 29 July 1991 concerning the guidelines for classification 
referred to in Article 4 of Directive 90/219/EEC 

(OJ L 239, 28.8.1991, p. 23)  
31996D0134 

遺伝子組換え体：遺伝子組換え微生物使用の制限

2000/608/EC: Commission Decision of 27 September 2000 concerning the guidance notes for risk 
assessment outlined in Annex III of Directive 90/219/EEC on the contained use of genetically 
modified micro-organisms  

(OJ L 258, 12.10.2000, p. 43)  

91/274/EEC: Commission Decision of 21 May 1991 concerning a list of Community legislation 
referred to in Article 10 of Council Directive 90/220/EEC 

(OJ L 135, 30.5.1991, p. 56)  

91/596/EEC: Council Decision of 4 November 1991 concerning the Summary Notification Information 
Format referred to in Article 9 of Directive 90/220/EEC on the deliberate release into the environment 
of genetically modified organisms 

(OJ L 322, 23.11.1991, p. 1)  
11994N 
31994D0211 

92/146/EEC: Commission Decision of 11 February 1992 concerning the summary notification 
information format referred to in Article 12 of Council Directive 90/220/EEC 

(OJ L 60, 5.3.1992, p. 19)  

93/572/EEC: Commission Decision of 19 October 1993 concerning the placing on the market of a 
product containing genetically modified organisms pursuant to Article 13 of Council Directive 
90/220/EEC 

(OJ L 276, 9.11.1993, p. 16)  

93/584/EEC: Commission Decision of 22 October 1993 establishing the criteria for simplified 
procedures concerning the deliberate release into the environment of genetically modified plants 
pursuant to Article 6 (5) of Council Directive 90/220/EEC 

(OJ L 279, 12.11.1993, p. 42)  

94/385/EC: Commission Decision of 8 June 1994 concerning the placing on the market of a product 
consisting of a genetically modified organism, seeds of herbicide- resistant tobacco variety ITB 1000 
OX, pursuant to Article 13 of Council Directive 90/220/EEC 

(OJ L 176, 9.7.1994, p. 23)  

94/505/EC: Commission Decision of 18 July 1994 amending the Decision of 18 December 1992 
concerning the placing on the market of a GMO containing product, the vaccine Nobi-Porvac 
Aujeszky live (gI,tk), pursuant to Article 13 of Council Directive 90/220/EEC 

(OJ L 203, 6.8.1994, p. 22)  

94/730/EC: Commission Decision of 4 November 1994 establishing simplified procedures concerning 
the deliberate release into the environment of genetically modified plants pursuant to Article 6.5 of 
Council Directive 90/220/EEC (Only the Spanish, Danish, German, English, French, Italian, Dutch, 
and Portuguese texts are authentic) 

(OJ L 292, 12.11.1994, p. 31)  

96/158/EC: Commission Decision of 6 February 1996 concerning the placing on the market of a 
product consisting of a genetically modified organism, hybrid herbicide-tolerant swede-rape seeds 
(Brassica napus L. oleifera Metzq. MS1Bn × RF1Bn), pursuant to Council Directive 90/220/EEC  

(OJ L 37, 15.2.1996, p. 30)  

遺伝子組換え体：遺伝子組換え体の故意の環境へ

の放出 

96/281/EC: Commission Decision of 3 April 1996 concerning the placing on the market of genetically 
modified soya beans (Glycine max L.) with increased tolerance to the herbicide glyphosate, pursuant 
to Council Directive 90/220/EEC  

(OJ L 107, 30.4.1996, p. 10)  
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96/424/EC: Commission Decision of 20 May 1996 concerning the placing on the market of genetically 
modified male sterile chicory (Cichorium intybus L.) with partial tolerance to the herbicide glufosinate 
ammonium pursuant to Council Directive 90/220/EEC  

(OJ L 175, 13.7.1996, p. 25)  

97/98/EC: Commission Decision of 23 January 1997 concerning the placing on the market of 
genetically modified maize (Zea mays L.) with the combined modification for insecticidal properties 
conferred by the Bt-endotoxin gene and increased tolerance to the herbicide glufosinate ammonium 
pursuant to Council Directive 90/220/EEC  

(OJ L 31, 1.2.1997, p. 69)  

97/392/EC: Commission Decision of 6 June 1997 concerning the placing on the market of genetically 
modified swede- rape (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF1), pursuant to Council Directive 
90/220/EEC  

(OJ L 164, 21.6.1997, p. 38)  

97/393/EC: Commission Decision of 6 June 1997 concerning the placing on the market of genetically 
modified swede- rape (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF2), pursuant to Council Directive 
90/220/EEC  

(OJ L 164, 21.6.1997, p. 40)  

97/549/EC: Commission Decision of 14 July 1997 concerning the placing on the market of T102-test 
(Streptococcus thermophilus T102) pursuant to Council Directive 90/220/EEC  

(OJ L 225, 15.8.1997, p. 34)  

98/291/EC: Commission Decision of 22 April 1998 concerning the placing on the market of genetically 
modified spring swede rape (Brassica napus L. ssp. oleifera), pursuant to Council Directive 
90/220/EEC  

(OJ L 131, 5.5.1998, p. 26)  

98/292/EC: Commission Decision of 22 April 1998 concerning the placing on the market of genetically 
modified maize (Zea mays L. line Bt-11), pursuant to Council Directive 90/220/EEC  

(OJ L 131, 5.5.1998, p. 28)  

98/293/EC: Commission Decision of 22 April 1998 concerning the placing on the market of genetically 
modified maize (Zea mays L. T25), pursuant to Council Directive 90/220/EEC  

(OJ L 131, 5.5.1998, p. 30)  

98/294/EC: Commission Decision of 22 April 1998 concerning the placing on the market of genetically 
modified maize (Zea mays L. line MON 810), pursuant to Council Directive 90/220/EEC  

(OJ L 131, 5.5.1998, p. 32)  

Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the 
deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council 
Directive 90/220/EEC - Commission Declaration 

(OJ L 106, 17.4.2001, p. 1)  
32002D0623  32002D0811  32003R1829 
32003R1830 

2004/204/EC: Commission Decision of 23 February 2004 laying down detailed arrangements for the 
operation of the registers for recording information on genetic modifications in GMOs, provided for in 
Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council  

(OJ L 65, 3.3.2004, p. 20)  

2004/643/EC: Commission Decision of 19 July 2004 concerning the placing on the market, in 
accordance with Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council, of a maize 
product (Zea mays L. line NK603) genetically modified for glyphosate tolerance 

(OJ L 295, 18.9.2004, p. 35)  

2005/465/EC: Commission Decision of 22 June 2005 concerning the placing on the market, in 
accordance with Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council, of an oilseed 
rape product (Brassica napus L., GT73 line) genetically modified for tolerance to the herbicide 
glyphosate  

(OJ L 164, 24.6.2005, p. 57) 

2005/608/EC: Commission Decision of 8 August 2005 concerning the placing on the market, in 
accordance with Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council, of a maize 
product (Zea mays L., line MON 863) genetically modified for resistance to corn rootworm 

(OJ L 207, 10.8.2005, p. 17)  

 

2005/772/EC: Commission Decision of 3 November 2005 concerning the placing on the market, in 
accordance with Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council, of a maize 
product (Zea mays L., line 1507) genetically modified for resistance to certain lepidopteran pests and 
for tolerance to the herbicide glufosinate-ammonium 

(OJ L 291, 5.11.2005, p. 42)  
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 2006/47/EC: Commission Decision of 16 January 2006 concerning the placing on the market, in 
accordance with Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council, of a maize 
product ( Zea mays L., hybrid MON 863 × MON 810) genetically modified for resistance to corn 
rootworm and certain lepidopteran pests of maize 

(OJ L 26, 31.1.2006, p. 17)  

遺伝子組換え体：遺伝子組換え体の市場流通に関

する情報形式 
2002/812/EC: Council Decision of 3 October 2002 establishing pursuant to Directive 2001/18/EC of 
the European Parliament and of the Council the summary information format relating to the placing on 
the market of genetically modified organisms as or in products 

(OJ L 280, 18.10.2002, p. 37)  

遺伝子組換え体：遺伝子組換え体の市場流通以外

の目的での環境への放出に関する通知の情報形

式 

2002/813/EC: Council Decision of 3 October 2002 establishing, pursuant to Directive 2001/18/EC of 
the European Parliament and of the Council, the summary notification information format for 
notifications concerning the deliberate release into the environment of genetically modified organisms 
for purposes other than for placing on the market 

(OJ L 280, 18.10.2002, p. 62)  
12003T 

遺伝子組換え体：市場流通以外の目的での遺伝子

組換え植物の環境への放出結果を提示するため

の形式 

2003/701/EC: Commission Decision of 29 September 2003 establishing pursuant to Directive 
2001/18/EC of the European Parliament and of the Council a format for presenting the results of the 
deliberate release into the environment of genetically modified higher plants for purposes other than 
placing on the market 

(OJ L 254, 8.10.2003, p. 21)  

遺伝子組換え体：遺伝子組換え体の国境を越えた

移動 
Regulation (EC) No 1946/2003 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2003 on 
transboundary movements of genetically modified organisms  

(OJ L 287, 5.11.2003, p. 1)  

Council Directive 96/82/EC of 9 December 1996 on the control of major-accident hazards involving 
dangerous substances 

(OJ L 10, 14.1.1997, p. 13)  
32003L0105  32003R1882 

98/433/EC: Commission Decision of 26 June 1998 on harmonised criteria for dispensations according 
to Article 9 of Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving 
dangerous substances 

(OJ L 192, 8.7.1998, p. 19)  

1999/314/EC: Commission Decision of 9 April 1999 concerning the questionnaire relating to Council 
Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances 

(OJ L 120, 8.5.1999, p. 43)  

産業：危険物が関わる重大事故（セベソⅡ） 

2002/605/EC: Commission Decision of 17 July 2002 concerning the questionnaire relating to Council 
Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances 

(OJ L 195, 24.7.2002, p. 74)  

水・土壌・大気：残留性有機汚染物質（POPs） Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on 
persistent organic pollutants and amending Directive 79/117/EEC 

(OJ L 158, 30.4.2004, p. 7)  

80/372/EEC: Council Decision of 26 March 1980 concerning chlorofluorocarbons in the environment (OJ L 90, 3.4.1980, p. 45)  フロン 
82/795/EEC: Council Decision of 15 November 1982 on the consolidation of precautionary measures 
concerning chlorofluorocarbons in the environment 

(OJ L 329, 25.11.1982, p. 29)  

【騒音公害の防止】 
Council Directive 70/157/EEC of 6 February 1970 on the approximation of the laws of the Member 
States relating to the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles 

(OJ L 42, 23.2.1970, p. 16)  
11972B      31973L0350 31977L0212  
31981L0334 31984L0372  31984L0424 
11985I       31987L0354 31989L0491  
31992L0097 11994N      31996L0020 
31999L0101  12003T 

自動車騒音 

Commission Directive 73/350/EEC of 7 November 1973 adapting to technical progress the Council 
Directive of 6 February 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the 
permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles 

(OJ L 321, 22.11.1973, p. 33)  
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Commission Directive 84/372/EEC of 3 July 1984 adapting to technical progress Council Directive 
70/157/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the permissible sound 
level and the exhaust system of motor vehicles 

(OJ L 196, 26.7.1984, p. 47)  

Council Directive 84/424/EEC of 3 September 1984 amending Directive 70/157/EEC on the 
approximation of the laws of the Member States relating to the permissible sound level and the 
exhaust system of motor vehicles 

(OJ L 238, 6.9.1984, p. 31)  

Council Directive 92/97/EEC of 10 November 1992 amending Directive 70/157/EEC on the 
approximation of the laws of the Member States relating to the permissible sound level and the 
exhaust system of motor vehicles 

(OJ L 371, 19.12.1992, p. 1)  

 

Commission Directive 96/20/EC of 27 March 1996 adapting to technical progress Council Directive 
70/157/EEC relating to the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles  

(OJ L 92, 13.4.1996, p. 23)  

ジェット航空機騒音 Council Directive 89/629/EEC of 4 December 1989 on the limitation of noise emission from civil 
subsonic jet aeroplanes 

(OJ L 363, 13.12.1989, p. 27)  

屋外で使用する機器の騒音 Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by 
equipment for use outdoors 

(OJ L 162, 3.7.2000, p. 1) 
32005L0088 

空港騒音 Directive 2002/30/EC of the European Parliament and of the Council of 26 March 2002 on the 
establishment of rules and procedures with regard to the introduction of noise-related operating 
restrictions at Community airports  

(OJ L 85, 28.3.2002, p. 40)  
12003T 

環境騒音のアセスメント・管理 Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the 
assessment and management of environmental noise - Declaration by the Commission in the 
Conciliation Committee on the Directive relating to the assessment and management of 
environmental noise 

(OJ L 189, 18.7.2002, p. 12)  

【野生動・植物の保全】 
Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna 
and flora 

(OJ L 206, 22.7.1992, p. 7)  
31997L0062  32003R1882 

97/266/EC: Commission Decision of 18 December 1996 concerning a site information format for 
proposed Natura 2000 sites 

(OJ L 107, 24.4.1997, p. 1)  

2002/11/EC: Commission Decision of 28 December 2001 adopting the list of sites of Community 
importance for the Macaronesian biogeographical region, pursuant to Council Directive 92/43/EEC 

(OJ L 5, 9.1.2002, p. 16)  

2004/69/EC: Commission Decision of 22 December 2003 adopting, pursuant to Council Directive 
92/43/EEC, the list of sites of Community importance for the Alpine biogeographical region 

(OJ L 14, 21.1.2004, p. 21)  

2004/798/EC: Commission Decision of 7 December 2004 adopting, pursuant to Council Directive 
92/43/EEC, the list of sites of Community importance for the Continental biogeographical region 

(OJ L 382, 28.12.2004, p. 1)  

2004/813/EC: Commission Decision of 7 December 2004 adopting, pursuant to Council Directive 
92/43/EEC, the list of sites of Community importance for the Atlantic biogeographical region  

(OJ L 387, 29.12.2004, p. 1)  

生物多様性：自然生息地 (Natura2000) 

(2005/101/EC): Commission Decision of 13 January 2005 adopting, pursuant to Council Directive 
92/43/EEC, the list of sites of Community importance for the Boreal biogeographical region 

(OJ L 40, 11.2.2005, p. 1)  

動・植物相：海洋動物：鯨 Council Regulation (EEC) No 348/81 of 20 January 1981 on common rules for imports of whales or 
other cetacean products 

(OJ L 39, 12.2.1981, p. 1)  

動・植物相：海洋動物：特定のアザラシの子 Council Directive 83/129/EEC of 28 March 1983 concerning the importation into Member States of 
skins of certain seal pups and products derived therefrom 

(OJ L 91, 9.4.1983, p. 30)  
31989L0370 
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動・植物相：野鳥保護 Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds (OJ L 103, 25.4.1979, p. 1) 
31981L0854 11985I  11979H 
31991L0244 11994N 31994L0024 
31997L0049 12003T  32003R0807 

Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna 
and flora by regulating trade therein 

(OJ L 61, 3.3.1997, p. 1)  
32003R1497  32003R1882  32004R0834 
32005R1332 

動・植物相：絶滅の危機にある動植物 

Commission Regulation (EC) No 1808/2001 of 30 August 2001 laying down detailed rules concerning 
the implementation of Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna 
and flora by regulating trade therein 

(OJ L 250, 19.9.2001, p. 1)   

動・植物相：移住性野生動物の保護 98/145/EC: Council Decision of 12 February 1998 on the approval, on behalf of the European 
Community, of the amendments to Appendices I and II to the Bonn Convention on the conservation of 
migratory species of wild animals as decided by the fifth meeting of the Conference of the parties to 
the Convention 

(OJ L 46, 17.2.1998, p. 6)  

動・植物相：動物園における野生動物の飼育 Council Directive 1999/22/EC of 29 March 1999 relating to the keeping of wild animals in zoos (OJ L 94, 9.4.1999, p. 24)  
水質汚染：魚の養殖に適した水 Council Directive 78/659/EEC of 18 July 1978 on the quality of fresh waters needing protection or 

improvement in order to support fish life 
(OJ L 222, 14.8.1978, p. 1)  
11979H  11985I  
31991L0692 11994N 32003R0807 

Commission Regulation (EEC) No 1696/87 of 10 June 1987 laying down certain detailed rules for the 
implementation of Council Regulation (EEC) No 3528/86 on the protection of the Community's forests 
against atmospheric pollution (inventories, network, reports) 

(OJ L 161, 22.6.1987, p. 1)  
31993R0926  31994R0836  31995R1398 
31999R2278 

Commission Regulation (EEC) No 926/93 of 1 April 1993 amending Regulation (EEC) No 1696/87 
laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EEC) No 3528/86 on 
the protection of the Community's forests against atmospheric pollution 

(OJ L 100, 26.4.1993, p. 1)  
31994R0836 

Commission Regulation (EC) No 1091/94 of 29 April 1994 laying down certain detailed rules for the 
implementation of Council Regulation (EEC) No 3528/86 on the protection of the Community's forests 
against atmospheric pollution 

(OJ L 125, 18.5.1994, p. 1)  
31995R0690  31997R1390  31999R1545 
31999R2278 

森林保護：大気汚染からの保護 

Commission Regulation (EC) No 2278/1999 of 21 October 1999 laying down certain detailed rules for 
the application of Council Regulation (EEC) No 3528/86 on the protection of the Community's forests 
against atmospheric pollution 

(OJ L 279, 29.10.1999, p. 3)  
32004R2121 

Commission Regulation (EC) No 804/94 of 11 April 1994 laying down certain detailed rules for the 
application of Council Regulation (EEC) No 2158/92 as regards forest-fire information systems 

(OJ L 93, 12.4.1994, p. 11)  森林保護：森林火災からの保護 

Commission Regulation (EC) No 1727/1999 of 28 July 1999 laying down certain detailed rules for the 
application of Council Regulation (EEC) No 2158/92 on protection of the Community's forests against 
fire 

(OJ L 203, 3.8.1999, p. 41)  
32004R2121 

森林保護：森林・環境作用の監視 Regulation (EC) No 2152/2003 of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 
concerning monitoring of forests and environmental interactions in the Community (Forest Focus) 

(OJ L 324, 11.12.2003, p. 1)  
32004R0788 

森林保護：熱帯雨林およびその他発展途上国の森

林の保護と継続的管理 
Regulation (EC) No 2494/2000 of the European Parliament and of the Council of 7 November 2000 
on measures to promote the conservation and sustainable management of tropical forests and other 
forests in developing countries 

(OJ L 288, 15.11.2000, p. 6)  
32005R2110 

木材の輸入許可 Council Regulation (EC) No 2173/2005 of 20 December 2005 on the establishment of a FLEGT 
licensing scheme for imports of timber into the European Community 

(OJ L 347, 30.12.2005, p. 1)   
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【原子力安全性・放射性廃棄物】 
放射性廃棄物の移動に関する管理および規制 Council Directive 92/3/Euratom of 3 February 1992 on the supervision and control of shipments of 

radioactive waste between Member States and into and out of the Community 
(OJ L 35, 12.2.1992, p. 24)  

放射性廃棄物の移動に関する管理および規制 93/552/Euratom: Commission Decision of 1 October 1993 establishing the standard document for the
supervision and control of shipments of radioactive waste referred to in Council Directive 
92/3/Euratom 

(OJ L 268, 29.10.1993, p. 83)  

放射性物質の輸送 Council Regulation (Euratom) No 1493/93 of 8 June 1993 on shipments of radioactive substances 
between Member States 

(OJ L 148, 19.6.1993, p. 1)  

放射能イオン化による危険からの保護のための

基本的安全基準 
Council Directive 96/29/Euratom of 13 May 1996 laying down basic safety standards for the 
protection of the health of workers and the general public against the dangers arising from ionizing 
radiation 

(OJ L 159, 29.6.1996, p. 1)  

出所： Eurlex（ＥＵ法データベース）より抜粋・まとめ 
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