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RoHS 指令、WEEE 指令、REACH 規則など EU 加盟国で、製品にかかわる化学物質規制が本

格化する中で、製品輸出企業のみならずサプライチェーンでつながる部品、部材メーカーまで大

きな影響が懸念されています。 

すでに WEEE 指令により 2005 年から欧州ではリサイクル処理システムの構築や回収、処理、

再生等への生産者の義務も発生しております。さらに 2006 年７月には、鉛、水銀、カドミウム

など６物質を EEE（電気電子機器）に使用できなくなる RoHS 有害物質規制が発効されました。

RoHS、WEEE 両指令を遵守しないと欧州での EEE のビジネスは不可能とも言われていますし、

有害化学物質規制違反になると企業のイメージダウン、製品回収などにより実害も大きいものが

あります。 

一方、2007 年 6 月に施行が予定されている REACH の規制の対象は化学物質そのものだけで

なく、化学物質を含む成型品も対象となっているため、EU への輸出、販売は同物質の登録が必

要となるなど日系企業への影響も大きいと予想されます。 

有害物質規制の流れは EU にとどまらず、米国や中国など世界各地に広まりつつあることから、

EU をはじめとする海外の環境規制・環境政策の動向を的確に捉え積極的に対応していく必要が

あります。 

このような背景の中で、平成 17 年度に EU 環境規制調査検討専門部会を設置して EU 加盟各

国の環境規制の動向を調査して参りました。平成 18 年度は特に影響が大きいと考えられる

REACH 規則を中心に欧州環境規制の最新動向や将来見通し等を把握するとともに、さらに機械

産業としての留意点を整理致しました。本報告書が今後の企業活動の中で少しでもお役に立てば

幸いです。 

なお、本調査研究を実施する中で、貴重なお話しをいただいた講師の皆様、ヒアリング調査に

ご協力をいただいた企業、団体の皆様に心より感謝申し上げますとともに、本報告書の取り纏め

に尽力をいただいた委員並びに㈱東レ経営研究所殿に、この場を借りて厚く御礼を申し上げます。 

 

 平成 19 年 3 月 

 社団法人 日本機械工業連合会 

 会 長  金 井   務 



iii 

EU環境規制調査検討専門部会 委員名簿 

 

（敬称略、企業名五十音順） 

 

部 会 長 千代田化工建設㈱  国内第２プロジェクト本部本部長代行 腰 塚 博 美 

委   員 石川島播磨重工業㈱  ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾌﾟﾗﾝﾄ事業本部事業開発部課長 久保田 伸彦 

委   員 NTN㈱ 環境管理部企画グループ主事 山 﨑 雅 之 

委   員 川崎重工業㈱  技術開発本部技術企画部上級専門職 道本 登志夫 

委   員 ㈱クボタ 環境エンジニアリング事業本部担当部長 小 林 康 男 

委   員 ㈱小松製作所 開発本部業務部規制・標準グループ主査 出 浦 淑 枝 

委   員 三機工業㈱  環境システム事業部エンジニアリング部長 藤 井 雅 則 

委   員 JFE ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱  環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部環境計画部副部長 

開発グループマネージャー     鈴 木 康 夫 

委   員 ㈱ジェイテクト  安全衛生環境管理部環境管理室室長 松 田 光 馬 

委   員 ㈱島津製作所 分析計測事業部環境ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ統括ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 木 林 昌 男 

委   員 住友重機械工業㈱ 総務本部環境管理部部長 越 智 敏 朗 

委   員 ㈱日本製鋼所  経営管理部環境管理担当部長 小笠原   誠 

委   員 日立造船㈱ 営業本部営業企画グループ担当部長 福 士 静 治 

委   員 松下電器産業㈱  環境本部環境渉外担当参事 芝 池 成 人 

委   員 三菱重工業㈱  機械･鉄構事業本部環境ソリューション部 

企画グループ主席部員 奥 田    淳 

調査機関   ㈱東レ経営研究所 産業技術調査部シニアリサーチャー 岩 谷 俊 之  

事 務 局 日本機械工業連合会 常務理事 平 野 正 明 

  同   日本機械工業連合会 業務部長 倉 田 正 明 

  同   日本機械工業連合会 業務部次長 多 並 輝 行 

  同   日本機械工業連合会 業務部 戸 田    譲 

  



v 

目   次 
 

Ⅰ．欧州環境規制の最新動向整理 ……………………………………………………………………  1 

１．欧州 REACH 規則の概要 ………………………………………………………………………  1             

1-1．REACH 規則の概要 …………………………………………………………………………  1 

1-2．REACH 規則に関わる関連事項の整理 …………………………………………………  2 

1-3．REACH 規則のポイント …………………………………………………………………  3 

２．REACH 規則施行に関わる動向整理 …………………………………………………………  6 

2-1．経過と今後の見通し ………………………………………………………………………  6 

2-2．最新動向 ……………………………………………………………………………………  7 

３．RoHS、EuP 等の各種規制に関する最新動向整理 …………………………………………  8 

3-1．RoHS 指令 …………………………………………………………………………………  8 

3-2．ELV 指令 ……………………………………………………………………………………  9 

3-3．EuP 指令 …………………………………………………………………………………… 10 

3-4．ナノテク物質に関する環境規制動向 …………………………………………………… 12 

  

Ⅱ．EU 以外の国の環境規制動向・対応動向 ……………………………………………………… 14 

１．化学物質管理に関する取組みの全体概況 …………………………………………………… 14 

２．EU 以外の主要国個別対応まとめ …………………………………………………………… 15 

３．国別の法規制概要 ……………………………………………………………………………… 17 

3-1．中国《電子情報製品汚染管理弁法》……………………………………………………… 17 

3-2．中国《新化学物質環境管理弁法》………………………………………………………… 19 

3-3．台湾《指定検査測定機関による検査制度》……………………………………………… 20 

3-4．米国《カリフォルニア州 2003 年電子廃棄物リサイクル法》 ……………………… 20 

3-5．米国《HPV チャレンジプログラム》 …………………………………………………… 21 

 

Ⅲ．我が国における環境規制動向 …………………………………………………………………… 22 

１．化学物質管理に係る法規制の概況 ………………………………………………………… 22 

1-1．化学物質管理関連取組みの概況整理 …………………………………………………… 22 

1-2．国際的取り組みへの関与状況 …………………………………………………………… 23 

２．我が国の公的施策としての対応 ……………………………………………………………… 25 

2-1．「J-Moss」 …………………………………………………………………………………… 25 

2-2．「Japan チャレンジプログラム」 ………………………………………………………… 26 

2-3．「GHS」 ……………………………………………………………………………………… 28 

３．我が国産業界による取組み …………………………………………………………………… 30 

3-1．JGPSSI（グリーン調達調査共通化協議会） …………………………………………… 30 

3-2．JAMP（アーティクルマネジメント推進協議会） ……………………………………… 32 

3-3．JAMA（日本自動車工業会）データシート …………………………………………… 33 

3-4．電子部品環境情報検索 …………………………………………………………………… 34 

  



vi 

Ⅳ．具体的対応取り組み事例ヒアリング調査 ……………………………………………………… 35 

１．グリーン調達調査共通化協議会（JGPSSI） ……………………………………………… 35 

２．アーティクルマネジメント推進協議会（JAMP） ………………………………………… 37 

３．日本自動車工業会 …………………………………………………………………………… 38 

４．化学メーカー Ａ社 …………………………………………………………………………… 41 

５．電子部品メーカー Ｂ社 ……………………………………………………………………… 44 

 

Ⅴ．欧州環境規制による影響評価と留意点整理 …………………………………………………… 47 

１．REACH 規則による我が国機械産業界への影響評価 ……………………………………… 47 

1-1．機械産業に想定される影響 ……………………………………………………………… 47 

1-2．今後注視すべきポイント整理……………………………………………………………… 49 

２．欧州環境規制対応上の留意点整理 …………………………………………………………… 51 

2-1．欧州での自社製品供給形態………………………………………………………………… 51 

2-2．自社製品の現状把握 ……………………………………………………………………… 52 

 

平成 18 年度 EU 環境規制調査検討専門部会報告書（Ⅱ） サマリー ……………………… 55 

 



－1－ 

Ⅰ．欧州環境規制の最新動向整理 

 
１．欧州REACH規則の概要 

 
１-１．REACH規則の概要 

 
 REACH 規則は正式には「 Registration,Evaluation,Authorization (and Restriction) of 
Chemicals：化学物質の登録・評価・認可（および制限）に関する規則」であり、日本では「欧

州新化学品規則」などと表記される場合もあるが、すでにREACH規則という略称がもっとも普

及しているため、本調査報告書においてもそれを踏襲する。 
 RoHS、WEEEなどの環境規制は「指令：Directive」であり、通常はEU加盟国での法制化準備

のために18ヶ月程度の準備期間が置かれ、その内容についても細かい部分は加盟国の裁量にまか

されるのに対し、REACHの場合は「規則：Regulation」であることから全加盟国にそのままの

形で適用されることになるため、指令に比べて強制力・拘束力が強い。 
 制度そのものはその名称が示す通り、既存物質・新規物質の区別なく、EU域内で化学物質を製

造・輸入する場合、その量とリスクレベルに応じて登録、リスク評価、高懸念物質については認

可、さらにリスクの高い物質については禁止等の制限を設けるというものであり、その大枠を整

理すると以下のようになる。 
 
プロセス 概 要 期限・時期等 

登録 
届出 

物質・調剤：1企業につき1t/年以上の化学物質を製造または輸

入している企業は当該化学物質について欧州化学品庁の中央

DBに登録必要。 
成形品：1企業につき成形品中のSVHC物質が1t/年を超える場

合は登録必要。成形品にSVHCが0.1wt％を超える濃度の場合

は届出必要。 

登録期限 
 1～  10 t/年：11年
10～ 100 t/年：11年

100～1000 t/年： 6年
1000 t/年超： 3年

 

評価 
高懸念物質※から優先的に化学品庁が登録書類を評価。 
（※SVHCで曝露があり、100 t/年を超えるもの） 
必要な場合、化学品庁は登録者に追加情報を要求できる。 

規則発効後18ヶ月後の

正式登録から評価開始？

 
 

認可 
CMR、PBT等々高いリスク物質については用途ごとに認可制

に（原則は禁止）。対象物質は付属書XIVに記載される予定で、

約1500物質程度と予想されている。 

対象物質は2年以内に化

学品庁が決定 

 

制限 対象物質は条件を遵守しない限り製造・使用・上市を禁止。 規則発効後、即時 
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 前頁の表にも記載されているように、REACHの制定に伴ってEUとして新たに欧州化学品庁が

設立される（所在地はヘルシンキの予定）。ただ、化学品庁は2007年春と考えられているREACH
発効と同時に稼動するわけではなく、REACH発効から12ヶ月の間が「欧州化学品庁設立準備期

間」として設定されている。従って、行政機関として欧州化学品庁が本格的に稼動するのは2008
年春からということになり、その時期に合わせて既存化学物質の予備登録期間がスタート

（REACH発効後12ヶ月後～18ヶ月後）する。予備登録は既存物質の段階的登録（3年、6年など

量に応じた登録期限の猶予）を行うための前提となるもので、予備登録を行った場合はSIEF
（Substance Information Exchange Forum：物質情報交換フォーラム）に参加し、動物実験デ

ータ等の重複を避けることが可能になる。 
 
 
１-２．REACH規則に関わる関連事項の整理 

 
 REACH規則の概要は、前頁のような段階別整理を行ってもそれだけではわかりづらい部分が

ある。それは内容の膨大さ、あるいはまだ未決定の部分が多いという影響もあるが、REACH規

則に関連する別途規程があることで全体像を一層複雑になっている。  
 「登録」や「評価」「認定」といったREACHの各ステージは基本的に物質のリスクの高さで決

まり、実際には約30,000種類とも言われる要登録物質のうち8割前後はそのまま“登録だけで済

む”とする見方もある。 
 仮にそうだとしても、“登録だけでは済まない物質”約6,000は評価を経た後に認可を取得しな

ければならないことになるが、そこで重要になるのがCMRやPBT等々のリスク指標であり、これ

らの指標がREACHにおいても大きく取り入れられている。 
 
高懸念物質（SVHC）の基本的条件 

名称 概要・定義 
CMR 発がん性：Carcinogenic、（遺伝子への影響がある）変異原性:Mutagenic、生殖

への毒性:Reprodutively -toxic、などのリスクを持った物質。REACHにおいて

はCMRの下記3分類のうち1と2が認可対象となる。 
 

分類1 ヒトへの影響が知られている物質 
分類2 ヒトへの影響があるとみなされるべき物質で十分なデータがある 
分類3 ヒトへの影響がある物質であるが、データが十分ではない 
  

PBT 難分解性・生体蓄積性を有する有害化学物質： 
Persistent Bioaccumulative Toxic 

VPVB 非常に強い残留性・生体蓄積性を有する物質： 
very Persistent very Bioaccumulative 

内分泌攪乱 
物質など 深刻で非可逆的な影響を与えるものと特定された物質 
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 これらの各種リスク物質を包括した概念がSVHC（高い懸念のある物質：Substances of Very 
High Concern）である。たとえば成形品の届出条件はSVHC含有量が重量比0.1wt%を超えるか

どうか、あるいはトータル1tを超えるかどうかで決まるといったように、SVHC含有の有無、お

よびその含有量がREACH規則においては化学物質リスクそのものを表す基準となっている。た

だ、現在の段階ではこのSVHC物質の全体を把握し得るようなリストは公表されておらず、いつ

公表されるという明確なスケジュールも発表されていない。 
  
 
１-３．REACH規則のポイント 

 
 REACHの詳細な内容は膨大なものであるが、すでに判明している内容から指摘できる特徴的

なポイントをピックアップすると、以下の諸点が挙げられる。 
 
①化学物質リスク情報収集責任の“完全民間移管” 

 REACHの大きな特徴の一つが、それまで基本的に国が責任を持っていた化学物質安全情報収

集やリスク管理の責任をすべて企業・民間サイドに負わせたという点である。 
 次章でも触れるように、これまでは欧州はもちろんその他の国でも化学物質リスク管理責任は

基本的にパブリックセクターが負っていたが、既存物質のリスク評価だけに限っても遅れが目立

っていた。近年米国や日本で強まった官民共同による化学物質情報収集の動きはこの遅れをカバ

ーするための、いわば民間活力導入の試みであったといえる。 
 
 REACHはこの責任を完全に民間企業側に負わせたことになり、欧州化学品庁自体は提出され

たデータの評価、より詳細なデータ提出要求に向けた評価、認可などの行政業務のみを行うこと

になる。 
 REACHでは新規物質についても既存物質についても同じスキームでの登録・届出が必要にな

っているが、その背景にはEUとしてこの際化学物質については既存も新規もひっくるめてすべて

洗い直し・データ整備して、これまで国によるやや中途半端な取組みにとどまっていた化学物質

リスク情報を高いレベルで一気に整備してしまおうという思惑があると推定されている。 
 
②成形品（アーティクル）含有物質のリスク管理 

 REACHが化学物質（モノマー）や調剤・二次原料（ポリマー）のメーカーだけではなく完成

品メーカーにとっても重要な意味を持つ最大の理由が成形品（アーティクル）に含まれた化学物

質についてもその用途ごとに届出が必要になるという点である。 
 この部分はREACHの諸規定の中でも特に企業側の関心が高いポイントであるが、世界的に見

てもこれまでほとんど例がない考え方だけに、その定義や対象範囲設定等については完全に明確

になったとは言えない上にわかりづらい部分も多い。  
 アーティクルについて現在の段階で判明している規程のポイントを整理すると以下のようにな

り、「意図的放出の有無」「重量比でのSVHC含有量」などによって届出か登録かが異なる。 
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 登録の場合には登録者情報はもちろん、有害性情報や安全な使用のためのガイダンス等々、登

録に必要な情報の項目が多いのに対して届出では会社情報やアーティクルの用途、さらに物質に

関する比較的簡単な情報をその総量程度を提出すれば良い。 
 
REACH規則の義務内容の整理 

 

SVHCﾄｰﾀﾙ量 

ハザード

評価 
CSR作成 
(ﾘｽｸ評価) 

既存化学

物質 
登録期限

意図的放出有

 →登録 
SVHC 

0.1wt%超 
 →届出 

認可 制限 

1ｔ/年未満 不要 不要 － 登録不要 届出不要 
1ｔ～10ｔ/年 必要 不要 11年 登録必要 届出必要 

10ｔ～100ｔ/年 必要 必要 11年 登録必要 届出必要 
100ｔ～1000ｔ/年 必要 必要 6年 登録必要 届出必要 

1000ｔ/年～ 必要 必要 3.5年 登録必要 届出必要 

極めて高い

懸念物質に

ついて原則

上位置禁止、

用途毎認可

制 

ヒト、環境に

容認しがた

いリスクが

ある場合、上

市・使用を制

限 

 
 重量比0.1％や年間の総量等は数値化できる部分だけに曖昧な部分は比較的少ないが、アーティ

クルの定義、あるいは「意図的放出」といった概念については現在のところはまだグレーゾーン

的な部分も残り、しばらくは情報が錯綜した状態が続くと思われる。 
 
 アーティクルの定義（第３条） 

  
 
 
 意図的な放出の定義（第６条） 

  
 
 
 
 
 
 たとえば、コピー機のトナーカトリッジの場合、それはデザインや形状そのものが機能を決定

するものであり、アーティクルであると見なされると同時に、使用（複写）に際してトナーカー

トリッジ（アーティクル）からトナー（化学物質）が「使用に際して放出が不可欠」な物質とし

て放出されることから、「意図的な放出あり」にも含まれるということになる。しかし個々の製品

の扱いを考えれば、こういった例示だけですべての製品について明確な分類が可能になるとは言

いがたい。 
 このようにアーティクル、あるいは意図的な放出といった概念に関しては現在でもまだ曖昧な

部分が残っていることから、2007年春頃と予想されているREACH発効の段階でも「すべてがク

リアになっている」とは考えづらく、発効後しばらくはやや混乱した状況が続くことが予想され

る。 

アーティクルとは、その化学組成よりも生産時に付与された特定の形状、外面、あるいはデザ

インによって機能が決定された物体 

●（アーティクルの）使用に際して（化学物質の）放出が不可欠で、逆に物質の放出が無けれ

ばそのアーティクルが十分に機能しないこと 

●放出がアーティクルの品質または副次的機能の向上に寄与する、あるいは最終な使用におけ

るアーティクルの機能に直接的に関連しないが新しい価値を与える場合 
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③リスク評価の困難性 

 化学物質の“リスク”という捉え方はこれまでLD50（半数致死量）などの指標に代表される物

質そのものの危険度、すなわち「ハザード情報」がその指標として用いられていたが、REACH
においてはハザード情報だけではなくその「曝露情報」を総合させたものが“リスク”であると

いう考え方がとられている。つまり、危険な物質かどうかに加えてそれが曝露する可能性がどの

程度あるかが問題にされている。 
 
 REACHではEU域内で1t/年以上製造ないし輸入される化学物質についてはハザードアセスメ

ントを、10ｔ/年以上の物質については曝露アセスメントも含めた総合的なリスク評価を行うこと

が求められており、その際の曝露アセスメントには作業者曝露、消費者曝露、環境経由の間接曝

露等々の総合的な評価を「予見される使用」に関して実施する必要がある。ただ、この曝露評価

に関してはその方法や評価指標等がまだ明確になっておらず、テスト方法等についてはEU内部で

も複数の修正案が出されているとされ、現段階では最終的な輪郭が見えていない。 
 
④SVHC物質（高懸念物質） 

 前項でも触れたように、現時点ではREACHで規制対象となるSVHC物質（高懸念物質）のリ

ストは公表されておらず、その公表がいつになるかも明確になっていない。 
 ただ、REACHの採択日である2006年12月13日（次項参照）付けで欧州議会サイトからヨーロ

ピアン・ケミカル・エージェンシー（欧州化学品庁）名で化学品のリスト文書が公開されており、

この文書がSVHC物質の部分的なリストになっている。 
 リストの表題は「Carcinogens（発がん性）」や「Mutagens（変異原性）」という分離ごとの物

質リストなっており、すでに触れたSVHC物質の基本的条件の一つであるCMR物質（発がん性・

変異原性・生殖毒性物質）対象物質が整理されている。 
 
 このリストに掲載された化学物質は膨大な量にのぼり、たとえばToxic to reproduction（生殖

毒性）についてはcategory1（分類1：ヒトへの影響が知られている物質）とcategory2（分類2：
ヒトへの影響があるとみなされるべき物質で十分なデータがある）のリストで構成されている。

しかし、変異原性物質などでは分類2対象物質だけがリスト化されており、分類1の部分は空白に

なっている。また、分類3（ヒトへの影響がある物質で、データが十分ではない）物質について

も全く触れられていない。つまり、12月13日に公表された文書は高懸念物質の中の一部である

CMR物質の、そのまたいくつかの分類についてのリストということになり、このリストから

SVHCの全貌を推測することは難しい。 
 
 REACH採択日に、このように部分的なリストが欧州議会から公開された経緯、あるいは今後

の公開予定等については詳細な情報がないが、SVHCリストについては今回のように順次部分的

なリストを発表していく形を続けることも考えられるだけに、今後の動向についても十分な注意

を必要とする。 
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２．REACH規則施行に関わる動向整理 

 
２-１．経過と今後の見通し 

  
 REACHの策定は2001年2月に欧州委員会が発表した「将来の化学物質政策のための戦略白書」

の提言にさかのぼる。この白書の中で新たな化学物質規則としてのREACHが提言され、同年6月
の閣僚理事会、11月の欧州議会での可決をうけて欧州委員会が規則案の作成に着手した。 
 2003年10月の欧州委員会でこの規則案が採択され、欧州議会に提出された法案は2005年11月
の第一読会において採択され、2006年の12月開催とされる第二読会に諮られた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 この第二読会を経て閣僚理事会で最終的な検討に入り、承認されればそのまま2007年に

REACH規則が施行されるはこびとなる。仮に閣僚理事会で非承認だった場合は欧州委員会によ

る調停というプロセスを経ることになっていたが、実際には2006年12月13日の欧州議会で

REACH規則は「賛成529、反対98、棄権24」で、結果的には圧倒的多数の賛成で採択された。 
 ただ、上述の欧州議会で採択された案は第二読会開催直前に欧州議会・欧州委員会・閣僚理事

会の間の協議で当初よりやや企業の希望に寄った「譲歩案」であるという見方もある。たとえば

今回の“譲歩”で、サプライチェーンを通じて流れる化学物質の調剤に関する機密情報の保護期

間がこれまでの案の「3年」から「6年」に延長されるなど、細かい部分で企業側に歩み寄ったも

のになっているとされる。 
 
 欧州化学工業連盟（CEFIC）などに代表される産業界はこれまでにもREACHの規制内容をよ

り現実的なものにするための政治的活動を続けており、その一方で消費者団体や環境保護団体な

どのNGO団体も「規制強化キャンペーン」を繰り広げているなど、欧州議会や特定議員などをは

さむ形で両者の水面下の攻防は採択直前まで続いていた。 
 ただ、環境団体や消費者団体等系NGOの間では、今回採択されたREACHの内容が昨年の第一

読会の時点ですでに後退してしまったという失望感もあり、将来的には彼らの望む厳格性を持っ

た“REACHⅡ”の必要を指摘する声もある。  
 
 

欧州議会 

欧州委員会 

閣僚理事会 

2005年11月 

本議会採択 

（第一読会） 

2006年12月 

第二読会 

理事会検討 
承認 

非承認 

調停 Ｒ
Ｅ
Ａ
Ｃ
Ｈ
施
行 

2007.6.1
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２-２．最新動向 

 
 12月の欧州議会採択によってREACHの発効は正式に決定し、当初の予定では「2007年春」と

されていた発効予定日も今回「2007年6月1日」で明確化された。 
 2006年12月30日にはREACH規則の最終版文書がEUのサイトで公開されたが、これは全体で

849ページに及ぶ膨大な文書であり、全容の理解は容易ではない。 
 また、これが「最終版文書」とされてはいるものの、SVHC物質リストなどについてはまだ全

容が公表されておらず、また、経済産業省の機能性化学品室が2007年1月に作成した資料の中に

は、欧州委員会が化学物質・調剤と成形品との区別についてガイダンスが作成中であるとも書か

れている。 
 化学物質・調剤と成形品の区別などは、REACH規則の最も基本的な部分に属する問題である

が、こういった基本的な部分に関してもまだガイドラインが新たに用意されるような状態である

とすると、最終文書が公表されたとはいえ、依然として不確定要素がかなり残っていると考えな

ければならない。 
 
 SVHC物質のリスト、関連のガイドライン等は今後継続的・散発的に公表される可能性が大き

いことから、その動向には十分注意を払い続けることが必要である。 
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３．RoHS、EuP等の各種規制に関する最新動向整理 

 
３-１．RoHS指令 

 
 RoHS指令（電化製品への有害物質使用制限：Restriction of Hazardous Substances）は2003
年2月13日に発効した指令であり、その後加盟各国サイドでの法制化が進んでいるが、当初のス

ケジュール通り2006年7月1日より鉛・水銀・六価クロム・カドミウム・ポリ臭化ビフェニール・

ポリ臭化ジフェニルエーテルの6物質を含む電化製品は一部の適用除外以外は全て上市できなく

なった。 
 ただ、上述のようにRoHSには適用除外項目が設けられており、代替物質へのシフトが困難と

みなされたものについては継続的な販売が認められている。後述のELVと違い、RoHSにおける

適用除外品目は「代替物質への変更期限」が決められてはいない。 
 しかし、代替期限が設けられていないとはいえ、これらの適用除外項目についてはEU内ですで

に何度かの改訂が実施されており、今後も細かい変更・追加がなされる可能性が大きいことに留

意しておく必要がある。 
 
主な適用除外項目の例 

物質名 除外用途 
小型蛍光灯（1個あたり）中5mg以下の水銀 
一般用途の直管蛍光灯中に含まれる 
 ①ハロリン酸型水銀10mg 
  ②通常寿命の三リン酸型水銀5mg以下 
 ③長寿命の三リン酸型水銀8mg以下 

水銀 

特殊用途の直管蛍光灯に含まれる水銀 
CRT、電子部品、蛍光灯管のガラスに含まれる鉛 
高融点ハンダの鉛（鉛85％以上の鉛合金）で指定された製品のハンダに含まれ

るもの 

鉛 

コンプライアント型ピン・コネクター 
鉛・カドミウム 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 
六価クロム 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 

 
 2006年の7月1日規制スタートは当初の予定通りのスケジュールで進んでおり、現在のところ

RoHSに関して大きな変更の動きは見られない。 
 むしろ注目しなければならないのはRoHSに対応した欧州以外の国々での動きである。日本や

米国、あるいは中国などのように電気・電子製品製造が重要な位置を占める国ではRoHSに対応

してそれぞれの国でも電気機器・情報機器等に関してRoHSに極めて近い規定を相次いで法制化

している。日本の場合でいえばJ-moss、中国の場合でいえば「電子製品汚染制御管理弁法」など

がこれにあたるが、これらの動きについては次章で詳述する。 
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３-２．ELV指令 

 
 ELV指令（廃車指令：Directive of End-of-Life Vehicles）は廃車部品や素材の再利用・リサイ

クルの推進を目的として2000年10月に発効した欧州指令であり、REACHやRoHSなどと比べて

発効後の期間は長い。 
 この中ではリサイクル率の目標（2006年1月までに80％、2015年1月までに85％など）やリサ

イクルコストのメーカー負担などが定められた他、2003年7月1日以降販売する新車については

鉛・六価クロム・カドミウム・水銀の4物質に関してその使用が原則禁止されると同時にこれら

成分を含む廃部品の埋め立ても一部例外を除いて禁止された。上記4物質の含有閾値については

RoHSと同様にカドミウムが100ppm、それ以外の3物質が1000ppmである。 
 ただし、禁止物質についても部品ごとに除外ないし猶予が設けられたものがあり、これらの猶

予期間は代替物質の開発見通しを踏まえた猶予といえる。 
 
ELV指令における適用除外品目 

物 質 用 途 

合金要素 

  としての鉛 

①最大0.35％の鉛を含むスチール 

②最大0.4％の鉛を含むアルミニウム 

③最大4％の鉛を含む(エンジン部品等の)アルミニウム 

④最大4％の鉛を含む銅合金 

⑤鉛・青銅の軸受胴およびベアリングブッシュ 

構成部品中の鉛・ 

   鉛化合物 

⑥バッテリー       ⑦ガソリンタンク内面コーティング 

⑧ダンパー        ⑨高圧または燃料ホース用加硫剤 

⑩防護塗料の安定剤    ⑪電子基盤ほかのハンダ 

六価クロム ⑫多数の主要車両構成部品の防腐塗装 

水 銀 ⑬電球および計器表示板 

出典：JETRO「ユーロドレンド2005.2号」のELV指令付属書Ⅱ 

 
 2005年1月には欧州委員会内の作業部会でこのリサイクル目標の達成状況や目標上乗せ等の見

直しが検討され、「2015年でのリサイクル率85％」については困難であるとの報告がなされてお

り、今後数値的な見直しが入る可能性もあるが、禁止対象となっている4物質の枠組みがたとえ

ばRoHSと同じ6物質に拡大するといったような見通しについては現在のところ特に指摘する声

はなく、当面ELVでの禁止物質範囲は上記4物質のまま推移する可能性が大きいと考えられる。 
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３-３．EuP指令 

 
 EuP指令（エネルギー消費型製品のエコデザインに関する指令：Directive on Eco-Design of 
Energy-using Products）は2005年７月欧州議会で採択、同年8月に発効した環境配慮設計に関す

るEU指令である。EuPは輸送機器以外のエネルギー使用機器を対象としており、以下の3つの条

件に該当する機器が規制対象になる。 
 
 EuP対象となる3条件 

 
 
 
 
   
 上記条件に該当し、規制対象になる製品として ①暖房器具や温水装置 ②電気モーターシス

テム ③家庭および第三セクターの照明 ④家庭用電気製品 ⑤家庭及び第三セクターのOA機

器 ⑥民生用電子機器および暖房・喚起・空調システム が例として2004年に発表されている。

ただ、これらは「対象候補」であり、実際には膨大な製品がEuPの対象になるのではないかと予

想されている。なお、輸送機器はEuP指令においては適用除外とされているため、自動車等はEuP
指令の対象になることはない。 
 
 EuP指令はその位置付けがFramework指令、日本でいえば「基本法」に近いものであり、個別

指令はEU委員会が別途定める「施行措置」によるが、この施行措置は今後順次採択されると考え

られる。従って、EuP指令自体はやや概念的な記述が中心になっている。 
 
 現在判明している情報でEuPの骨子を整理すると以下のようになる。 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

製品の適合性評価は原則としてAnnexⅣ「内部設計コントロール」、またはAnnexⅤ「適合性評

価マネジメントシステム」を生産者が選択し、実施することになる。 
 
 

①生産者は対象となるEuPの上市・サービス提供前に適合評価を実施し、「環境プロフィー

ル」を作成しなければならない。 
②環境プロフィールは、環境に関わる製品特性・製品ライフサイクルを通じた測定可能な物

理量で表す。 
③上市前にCE適合マークの貼付が必要。CE適合マークは製品のライフサイクルアセスメン

トに基づいた自己適合宣言で表示可能だが、当局は製品サンプルを元に適合性試験を行

い、不適合である場合は当該製品の上市を禁止できる。 

①EUにおける年間販売台数が20万台以上の機器 

②著しい環境影響を有する 

③過度なコスト負担なしに環境負荷を改善する可能性がある機器 
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AnnexⅣ 内部設計コントロール AnnexⅤ 適合性評価マネジメントシステム 
・（化学物質の）意図的な使用についての記載 
・重要な環境アセスメント結果 
・環境プロフィール、必要な場合その測定方法。

・採用した整合規格リスト 
・エコ設計に関係する情報 
・エコ設計の要求事項に適合するための 
               測定結果 

・ISO14001あるいはEMASに基づく、製品設

 計を考慮した環境マネジメントシステム 
・自己適合宣言の作成とその管理 
・（EuP適合のため）必要な手段・マネジメン

トシステムを構築、実施すること。 
・環境性能改善のための環境評価の目的・指 
 針を設定し、レビューに供する 

 
 CEマーク自体はすでにEU内で、主に安全性に関する規格達成の証しとしてEuP以外ですでに

21の製品で使用されているマークであるが、EuPによってはじめてCEマークが環境設計に関わる

認証表示としての意味も持つ。 
 
 一方、作成しなければならない「環境プロフィール」は製品のライフサイクル全般にわたる環

境負荷を原材料・排出物・廃棄物などのインプット、アウトプットといったような「測定可能な

物理量」で表したもので、あり、AnnexⅠで包括的環境設計要求事項が以下のように記載されて

いる。 
 
 AnnexⅠ包括的環境設計要求事項 

分 類 項 目 

 

環境設計パラメータ 

・原材料の選択と使用       ・据付、保守 

・製造              ・使用 

・包装、輸送、流通        ・廃棄 

 

環境側面 

・材料、エネルギー、水その他資源の予想消費 

・大気、水、土壌への予想排出 

・騒音、振動、放射線、電磁界などの物理的影響による予想汚染 

・廃材料の予想排出  など 

 

環境側面改善のための

別のパラメータ 

・製品重量、容積 

・リサイクル材料使用 

・ライフサイクル全般エネルギー消費量 

・ヒトの健康と環境への有害物質の使用 

・消耗品の量と性質 

・リサイクルの容易性 

・中古構成材料組み込み 

・廃棄物発生量 

・有害廃棄物発生量  など 

 
 適合評価、あるいは環境プロフィールの作成やその内容に加え、EuPに関してもう一つ重要な

ポイントとして指摘しておかなければならないのが「みなし適合」に関する規程である。 
 たとえばEMAS（Eco-Management Audit Schme）の登録機関で設計された製品であれば、前

頁に掲げたAnnexⅤについては自動的に適合しているとみなされるほか、すでに制度として存在

しているEUエコラベル（フラワーマーク）他、EU規程を満たしたエコラベル取得製品について

も施行措置の関連要件に適合していると見なされるなど、特定の規格あるいは基準をすでに取得
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している企業・製品に関して大きなアドバンテージが与えられている。 
 EMASはISO14001に比べて日本での知名度・認識度は大幅に低いが、ISO14001よりも高度な

レベルを要求した環境マネジメント規格であり、「ISO一辺倒」的な側面がある日本企業にとって

不利になる可能性も指摘できる。また、エコラベルについても日本で現在使われているエコマー

クはEU規則に則ったものではないため、同様に「みなし適合対象」にはならない。 
 
 ただ、EuP指令の中には今後新たなEuP整合規格を制定する可能性があることを示唆する文言

が含まれており、この新たな整合規格がたとえば「ISO14001+α」といった形となる可能性もあ

る。そうなればISO14001取得企業は「プラスα」部分だけをクリアすればみなし適合となり得

ることにつながる。しかし現段階ではこの「新しい整合規格」の内容については情報がなく、そ

の内容や発表の見通し等については全く不透明な状況である。 
  
 このように、現状のEuP指令に関しては具体的な施行措置の内容や新しい整合規格等々、「今後

の決定を待つ」部分が少なくない。すでに述べたようにEuP指令自体はすでに昨年8月に発効して

いるが、環境プロフィール作成などの実際のアクションがいつから必要になるのかといったスケ

ジュールもまだ不確定である。 
 そのせいか、一部では「RoHS以上のインパクト」などと指摘する声もあるもののEuPに対す

る関心はEU域内でもあまり高いとは言えず、たとえばEuPが成立・発効した際もドイツその他の

国の新聞報道はほとんどなかったとされる。 
 
 
３-４．ナノテク物質に関する環境規制動向 

 
 2006年9月22日、イギリスのDefra（環境・食料・農村地域省:Department for Enviroment Food 
and Rural Affairs）はナノ物質に関する自主報告制度を開始したこと発表した。この制度はナノ

物質を扱う企業や研究機関等に対し、製造されたナノ物質に関する自主的な情報提供を呼びかけ

るもので、すでに今年の3月から制度創設に向けてDefraではナノ物質を扱う企業などとの協議を

始めていた。 
 この制度は、「ナノ物質が人間の健康や環境に与えるリスク情報」に関する知見の収集を目的と

したものであり、制度自体はあくまで“自主報告”を求めるものであって強制力は持たない。言

わば政府が産業界や研究機関等に「協力を求める」といった性質の制度であるが、ナノ物質に関

するリスク情報提供の仕組みという点ではEU域内でも他にあまり例のない取組みといえる。 
  
 一方、2006年11月の新聞報道（ワシントンポスト）によると、米国の環境保護庁はナノテク物

質の中でも特にナノ銀（ナノシルバー）に関して規制することを決定した。 
 ナノシルバーは殺菌・抗菌機能を持つ成分として、最近では靴の中敷きや洗濯機、食品保存容

器等々の一般消費財で使用され始めているが、今回の措置はナノシルバーが使用後に下水等を通

じて環境に放出されることに対するリスク懸念が強まったことへの対応といえる。 
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 同様の動きは米国以外にも広がっている。ナノ銀を下水に直接放流することから環境リスクの

高さを指摘されていたサムソン社製の「ナノ銀洗濯機」などはスウェーデンでは市場から撤去、

ドイツでも同様の要求が出されるといったように、メーカーにとって「ナノテクリスク」は潜在

的なものではなく、すでに現実のリスクになりつつある。 
  
 ナノテクノロジーによって製造された物質、あるいはそれらの物質を応用した製品が人体や環

境の与えるリスクに関する情報は現在のところその蓄積はほとんどゼロに近い。英国や米国での

こういった一連の取組みは、海外諸国の行政サイドがナノテク物質リスク情報に関する知見の収

集に目を向け始めたことを示唆していると言え、「化学物質の次はナノ物質のリスク規制」という

流れが形成されつつあるという可能性は否定できない。 
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Ⅱ．EU以外の国の環境規制動向・対応動向 

 
１．化学物質管理に関する取組みの全体概況 

 
 EUによるREACHやRoHS等の規定は国際的にも影響が大きいものであるが、化学物質の管理

に関する国際的枠組み、ないしそれに基づいた国別の制度や取組みは複雑にからみあって存在し

ている。 
 これらを大まかに分類すると、いわゆる「川上部分」（素材・材料）に係るものと「川下部分」

（最終製品）に係るものとに大別でき、それらの概略を大まかに整理すると下図のようにまとめ

られる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAMP資料等を元に東レ経営研究所作成 

 
 上の整理図はそれぞれの国の政府、あるいは国連等の国際的枠組みによる、いわば「公的」な

化学物質管理取組みのみを整理しているが、次章で詳述するように、これ以外に民間企業・業界

の連携による国際的な化学物質管理の枠組みとして電気・電子機器業界であればJIG、自動車業

界であればGADSLなどのように、業界としての統一的な化学物質情報管理システムを作っている、

あるいは作成を検討しているといった例も多い。 
 また、そういった「業界統一フォーマット」を独自に“部分改造”して自社サプライチェーン

に用いているといった大手企業も多く、実際のところ、化学物質管理あるいはその物質情報提供・

流通の仕組みは世界中で一種の混乱状態にあると言っても過言ではない。 
 一方、前頁の図ではREACHを川上部分の規制として整理したものの、REACHではサプライチ

国連等米国EU 日本 

TSCA 化審法 

化管法 

（PRTR制度） 

RoHS指令 
ELV指令 
EuP指令 

電子廃棄物

ﾘｻｲｸﾙ法 

（加州） 

J-Moss 

資源有効 

利用促進法 

廃掃法 

家電ﾘ法 

自動車ﾘ法等 
各国国内法規 

WEEE指令 

SAICM 
GHS 

PRTR等

ﾊﾞｰｾﾞﾙ 

条約 

化学物質製造・輸入規制

リスク情報の蓄積 

化学物質流通・使用に際

する管理規制・規定等 

最終製品における化学 

物質等の環境・安全性 

配慮に関する規制・規定

使用後の最終製品の 

回収・リサイクル等に 

関する規制・規定 

REACH 
 

？ 

各国PRTR制度 

HPVﾁｬﾚﾝｼﾞP ｼﾞｬﾊﾟﾝﾁｬﾚﾝｼﾞP 

TC-111 
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ェーンのいわば川中・川下にあたる成形品（アーティクル）までを対象に含むことから、REACH
の影響を懸念する声は材料メーカーよりむしろ部品メーカーなどの方が強い。 
 ただ、現状ではREACHの対象となる成形品の扱いについては明確な情報が少なく、成形品の

定義すらハッキリしていないのが現状であることから、現在の状況は「影響は大きいことは間違

いなさそうだが、正確な中身がわからない」という状態と言え、日本を初め各国とも「REACH
対応」という面でやや混乱している部分があることも否定できない。 
 
  
２．EU以外の主要国個別対応まとめ 

 
 本章および次章で取り上げたEU以外の国、および日本における「欧州環境規制対応策」として

はRoHSに対する対応が最もはっきりした形で法規制化・制度化されている。 
 
 RoHSやREACHなどは電子機器あるいはそれを構成する化学物質等に関するEUの環境関連規

制は、多かれ少なかれEU以外の国にとっての「貿易障壁」的な側面を持つ。 
 日本をはじめ中国や台湾などでは「同等の環境規制ないし制度を国内で整備し」、「国内基準ク

リア＝RoHS対応」という形での基準設定が目立つが、その背景にもこれらの国で欧州への電子

機器輸出が特に多いということが影響しており、特に台湾などの場合はその側面が強く出た制度

となっている。 
 一方、次章で詳述する日本のJ-Mossの場合は欧州マーケットへのアクセス確保という面に加え、

アジア各国から日本への電気製品輸入が増えたことも影響している。冷蔵庫や洗濯機などのよう

な、比較的「ローテク」な製品は主にアジア周辺国からの輸入品を想定したものと言え、J-Moss
はこれら輸入品についても我が国と同程度の環境基準をクリアさせるためのレギュレーションと

いう側面も持っている。 
  
 一方、アメリカの場合は連邦としてEUの環境規制に対応するという動きは今のところ少なく、

州単位での対応例が中心となっている。その中ではカリフォルニア州の規制が制定時期という点

でも米国内で先行しており、内容的にもRoHSと極めて類似したものになっているが、ここにも

カリフォルニア州内にはシリコン・バレーを中心にアップル社その他のコンピュータメーカーが

集積していることが、RoHSを意識したすばやい対応の一因になっていると言えよう。これらの

動向をまとめたものが次頁の表である。 
 これを見てもわかるように、各国の動きは対象物質についても対象製品領域に関しても「RoHS
追随」という性格が顕著という点で共通しているが、その中で日本などが「対輸出品・輸入品両

方に向けた環境基準」といえるのに対し、台湾などは完全に「対輸出品環境基準」といった性格

が強く、それぞれの国の電子部品・家電マーケットの性格を反映しているといえよう。 
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EU及び主要国の電気・電子製品関連環境規制比較 

地域 EU 日本 中国 台湾 ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州 

規
制
・ 

 

制
度
名
称 

RoHS 
( 対 象 製 品 は

WEEE) 

J-Moss 
(資源有効利用法

改正政省令+JIS
規格) 

電子製品汚染制

御管理弁法 
有害物質検査測

定指定試験室特

定規範 

電子廃棄物 
リサイクル法 

対
象
製
品
分
野 

①大型家電製品 

②小型家電製品 

③情報技術 

・電気通信機器 

④消費者用機器 

⑤照明器具 

⑥電気・電子工具 

⑦玩具・ﾚｼﾞｬｰ機器 

⑧自動販売機 

(医療機器・ﾓﾆﾀｰは 

適用除外） 

①パソコン 

②ユニット型 

  エアコン 

③テレビ受像機 

④電気冷蔵庫 

⑤電子レンジ 

⑦衣類乾燥機 

(これ以外の品目

でも準用可) 

①電子レーダー 

②通信製品 

③ラジオ・テレビ

④コンピュータ 

⑤家庭用電子製品 

⑥電子測量機器 

⑦電子専用機器 

⑧電子部品 

製品に関する指

定なし 
対角線長 4 ｲ ﾝ ﾁ

を超えるｽｸﾘｰﾝ

を持つﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｨ

ｽﾌﾟﾚｰ装置 

対
象
有
害
物
質 

鉛 0.1wt% 
水銀 0.1wt% 
ｶﾄﾞﾐｳﾑ 0.01wt% 
六価ｸﾛﾑ 0.1wt% 
PBB 0.1wt% 
PBDE 0.1wt% 

RoHSと同様 RoHS 対 象 6 物

質に加えて「国

家の指定する物

質」 
 

基 本 的 に は

RoHSと同一 
(条文不明) 

RoHS と 連 動

（ RoHS で 規

制される範囲

を限度として

～） 

表示 

方法 

EU加盟国の国内

法による 
含有ﾏｰｸ・非含有

ﾏｰｸを表示 
(JIS規格) 

含有物質、量な

どに関するラベ

ル表示が必要 

検査合格製品

にはBSMI認証

ｼｰﾙを交付 

具体的表示方

法等について

は不明 
施行 

時期 

2006.7.1 以 降 上

市する機器 
2006.7.1 
施行 

2007.3.1 
第一段階発効 

2006.1.1 
発効 

有害物規制は

2007.1.1 
 
 ただ、RoHSの場合は対象となる6つの有害物質・その閾値はもちろん、規制対象になる電子製

品などもかなり明確だったことから、ある意味“取組みやすい”性格を持っていたとも言え、そ

れが上にも述べた各国での取り組みにはっきり現れている。 
 それに対し、REACHの場合はほぼすべての化学物質が、しかも用途ごとに安全評価・登録が

義務付けられるといったように内容が膨大でアウトラインを描きにくく、しかも規制内容自体も

まだ流動的であるということもあってまだ各国とも明確な「REACH対応策」を整備するには至

っていない。 
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３．国別の法規制概要 

 
３-１．中国《電子情報製品汚染管理弁法》 

 
1）法制度の概要 

 これは正式には「電子信息産品汚染控制管理弁法」という名称を持つもので、信息産業部（情

報産業省）が主体となって制定に動いているが、これと連動して国家環境保護総局が「電子廃棄

物環境汚染防治管理弁法」、国家発展改革委員会が「廃旧家電及電子産品回収処理管理条例」を策

定中であり、「汚染管理弁法」を含めた3つの法律が中国の電子部品・情報部品環境規制の中心に

なると考えられる。 
 
「電子製品汚染制御管理弁法」制定の経緯 

時期 動 き 
2002年 中国信息産業部が「管理弁法」の検討を開始（RoHSが調停委員会での最終決定し、

欧州議会での採択されたのがこの年） 
2003年3月 中国信息産業部が「管理弁法」の2003年6月公布、下期実施を報道 

2003年8月 「管理弁法」公布を2003年末まで延期と発表 

2004年2月 中国情報部常務会が「管理弁法」を採択 

2004年4月 「管理弁法」の2004年内公布、2005年1月実施を発表 

2005年5月 6種類の有害物質の測定方法と推薦測定施設を公表 

2006年2月 「管理弁法」を公表。2007年3月1日から正式施行予定。 

   
 「電子製品汚染制御管理弁法」がEUのRoHSを意識したものであることは確かであり、規制対

象となる有害物質も鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ジフ

ェニルエーテルという、いわゆる「RoHS６物質」に「国家規定による有毒有害物質あるいは元

素」を加えた形の表現になっている。 
 ただ、それぞれの物質の基準値は現在のところまだ公表されていない。中国当局の意向として

は次頁に示す対象電子製品1～10を3つに分類し、各分類ごとに規制値を設ける方針であると見ら

れる。対象物質を含有している製品、あるいは規制値を超えている製品はそれぞれそのことを示

すラベル表示が必要になる。 
 
 また、対象となる電気・電子製品の範囲は中国とEUでは若干異なる。EUの場合、規制対象と

なる電気製品はRoHSではなくWEEEのリストで8種類が指定されているのに対して中国の管理

弁法においては規制対象の化学物質と並んで対象電子製品もリスト化されているが、その対象範

囲はEUが洗濯機や冷蔵庫といったいわゆる「白物家電」も多く含んでいるのに対し、中国の管理

弁法においては「電子製品限定」といった傾向が認められる。 
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規制対象電気・電子製品比較 

電子製品汚染制御管理弁法 WEEE 

電子情報技術を採用して製造する以下の製品 

1.電子レーダー製品 

2.電子通信製品 

3.ラジオ・テレビ製品 

4.コンピュータ製品 

5.家庭用電子製品 

6.電子測量計器製品 

7.電子専用製品 

8.電子部品製品 

 9.電子応用製品 

10.電子材料製品 

 などの製品及び 

 その部品 

1.冷蔵庫、洗濯機、エアコン等の大型家電 

2.掃除機、アイロン、ドライヤ等の小型家電 

3.パソコン、プリンタ、電話等IT及び遠隔通信機器

4.ラジオ、テレビ等の民生用機器 

5.蛍光灯、低圧ナトリウム灯等の照明装置 

6.電気ドリル、旋盤等の電動工具 

7.ビデオゲーム機、スロットマシーン等の玩具・

レジャー・スポーツ機器 

8.自動販売機類 

  
 

2）今後の見通し 

 前項でも述べたように、対象となる電子製品は3つに分類され、その分類ごとに対象有害物質

の規制値が設定されると見られているが、その3分類は弁法の施行前に公表される見通しである。 
 もうひとつ重要なのが、この弁法が「二段階施行」を前提としていることであり、2007年3月1
日の発効はその第一段階のみということである。 
 第一段階では対象電子製品の生産者・輸入者は「自らが販売する電子情報製品に含まれる有害

物質あるいは元素」に関して「名称、含有量、部品、リサイクルの可否」を明記しなければなら

なくなり、製品の大きさ等から本体に明記できない場合は取扱い説明書に記すことが必要となる。

この段階では含有量が基準を超えている場合、その旨を表すラベルを貼る形で対応する。 
 
 第二段階では、上に掲げた対象電子製品の中から特に「重点管理目録」にリストアップされた

製品については国家認証認可監督管理委員会による認証管理となり、規制値を満たすことが義務

付けられる。 
 つまり、第一段階においては有毒物質の名称や含有量等の情報開示が規定通りであれば「基準

値を超えている」ものでも製造販売は可能であるが、第二段階からは重点管理目録リストに載っ

た製品は「基準値を超えることは許されない」ということになる。 
 前述のように、この「基準値」も現在では明文化されていないが、重点管理目録の中でより厳

しい基準値が定められる可能性もあり、基本的に第二段階では「基準値のクリア」にとどまらず

実質的な「特定有害物質の使用禁止」措置になる公算が大きい。 
 この「第二段階」に移行するのがいつになるかは「実際的な産業の発展状況に基づき、有毒又

は有害な物質或いは元素を含んではならない実施期限を公布する」とのみ記されており、現段階

では第二段階への移行時期を予測するのは難しい。 
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３-２．中国《新化学物質環境管理弁法》 

 
 前項で述べた「電子製品汚染制御管理弁法」がEUのRoHS制定に対応・追随した「中国版RoHS」
といえるような性格を持つのに対し、同じ化学物質管理に関する規定でも中国の「新化学物質環

境管理法」は現状ではまだ「中国版REACH」と言えるほどの厳しいものではない。 
 2003年10月に制定されたものであり、要点を整理すると以下のようになる（内容は要約してお

り、条文の忠実な和訳ではない）。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ここでいう新化学物質とは、②にも書かれている国家環境保護総局が交付する「中華人民共和

国境内生産或者進口的化学物質名単」というリストに掲載されていない物質を意味する。この「化

学物質名単」に掲載されている物質の数は若干古いデータになるが、2003年の9月時点で39,235
種類であるとされており、現在は4万種を大きく超えているのが確実である。 
 
 中国ではEUのREACHに対応してより強力な化学物質管理規則を検討中とも言われているが、

仮にそれが実施される場合としたら、この「新化学物質環境管理弁法」が強化されるのか、全く

別の法律が新たに別の法律が制定されるのかは不明である。 
 しかし、いずれにしても安い工業製品の輸出が国家経済の命綱となっている中国にとっては、

製品輸出先である欧米並みの環境規制を整備し続けることが必要であり、現状の弁法以上に厳格

な内容を盛りこんだ法規制が近い将来整備される可能性は高い。 
 
 

①新化学物質を生産し又は輸入する場合、生産前・輸入前にその新化学物質を申告し、管理

登録書の申請・取得を行わなければならない。ただし既存登録物質は申告不必要。 
②申告者は国家環境保護総局化学品登録センターに新化学物質申告用紙、テストデータ報告

書、テスト機構の資格証明書などの書類を提出。申告用紙には化学物質名称、分子構造、

テスト方法、用途、年間生産量又は輸入量、物理・化学性質、毒理学と生態毒理学特性、

事故予防、汚染予防、廃棄物措置等々の項目が必要。 
③国外でのテスト実施も可能。その場合、テスト実施機関所在国の担当機関による認可を取

得しなければならない。 
④以下の場合、申告手続きの免除申請が可能。 

1）科学研究を目的とし、年間生産量又は輸入量は100kgを上回っていない場合 
2) 新化学物質の単量体含有量が２％を下回る重合体（ポリマー） 
3）生産プロセスを研究開発するため生産又は輸入した新化学物質で、1000kgを下回る場

合、有効期限を一年とする申告免除を申請することができる。ただし延長不可。 
4）新化学物質生態毒理学のテストを行うためのテストサンプルとして輸入した場合 



－20－ 

３-３．台湾《指定検査測定機関による検査制度》 

 
 日本や中国、韓国などと並んで欧州への電子製品輸出の多い台湾では、「RoHSと同等の国内向

け法規制を作る」という方法ではなく、欧州向け輸出品の検査体制の強化という形での対応が進

んでいる。 
 具体的には、2005年12月にRoHSに指定された有害物質が電子製品に含まれているかどうかを

検査する機関を国が指定する「有害物質検査測定指定試験室特定規範」が交付され、2006年1月1
日から発効した。 
 機器メーカーは国指定の測定機関でRoHS適合確認検査を受け、RoHSの基準を満たしているこ

とが確認されると、台湾政府経済部標準検査局BSMI（Bureau of Standards,Metrology and 
Inspection）による合格認定証と検査報告書が与えられる。したがって、この制度は言わば欧州

向け電子機器輸出のRoHS対応に関し、メーカー努力を「政府認定制度」に近い形で公的にバッ

クアップするという性格を持つといえる。 
 
 
３-４．米国《カリフォルニア州 2003年電子廃棄物リサイクル法》 

 
 米国で発生する電子機器廃棄物は世界のどの国よりも多く、米国内の埋立地で処分された電子

機器廃棄物の量は2000年時点で460万ｔ、現在ではそれを大きく上回っているのが確実とされて

おり、2007年には廃PCとして捨てられたものだけで20万ｔの廃プラスチックと7万ｔの鉛が米国

内に蓄積するという予測もある（米国安全性協議会＝NSC）。 
 しかし、米国の情報機器廃棄物の適正処理に対する取り組みは欧州や日本などに比べて遅れて

いるのは否定できず、電子部品等の廃棄・リサイクルに関する連邦レベルでの統一的な規定は存

在していない。 
 
 したがって、現状は各州が電子機器個別に法制化に動いているのが現状であり、代表的なもの

としてはカリフォルニア州がCRTモニターやテレビを対象に制定した「電子廃棄物リサイクル

法」などが挙げられる。 
 この法律は州内のメーカーがPCやテレビを販売する際に10ドル/台をリサイクル費用として上

乗せすることを中核としたもので、州内に多くのPCメーカーを抱えることから一度は州知事が拒

否権を行使したが、最終的には6～10ドル/台のリサイクルコストをメーカーと小売業者が負担す

る形で2003年に成立、2005年1月1日からリサイクル料金の徴収はすでに始まっている。 
 リサイクルコスト負担体制と並んでこの法律のもうひとつの大きな特徴は、EUのRoHS指令を

そのまま流用した有害物質規制を盛り込んでいる点であり、当局はEUのRoHS指令で規制される

範囲を限度として当該電子装置が州内で販売を禁止する規制を制定することがうたわれている。

また、この法律の発効時期についても「2007年1月1日またはEU規制（RoHS）が開始される日以

降のどちらか遅い日に発効する」と規定されており、「EUのRoHSに追随する」ことが強く前面

に出た内容と言える。 
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３-５．米国《HPVチャレンジプログラム》 

 
 1998年、当時のゴア副大統領の主導でスタートした化学品安全情報収集・公開プログラムであ

り、「化学物質についての知る権利に係るプログラム（The Chemical Right-to-Know Program）」

の一環として特に高い生産量を持つ化学物質（HPV:High Production Volume）を対象にしてい

ることから、一般には上記の名称で呼ばれる。 
 
HPVチャレンジプログラムの概要 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

このHPVチャレンジプログラムのスキームは、次章で触れる我が国のJapanチャレンジプログ

ラムにそのまま流用されており、いわばOECDを中心として日米が共同作業を行っているとも言

えるが、EUのREACHとの整合性という面で大きな不安が残っているのも確かであり、今の状況

は化学物質の安全情報整理に関して「EU・REACHグループ」と「OECD・日米中心のチャレン

ジプログラムグループ」という二つの流れが存在する状況ということが言える。  

対象物質：米国有害物規正法により届出義務のある高分子化合物を除いた有機化合物の

うち、1990年の製造量+輸入量が100万ポンド（約450ｔ）以上の物質。 
数量的には約2800物質が当初の対象とされたが、94年実績で見直された結果

約500物質が追加。なお、OECDで評価対象となる物質は除外。 
 スポンサー：対象物質のメーカー・輸入業者が単独もしくはコンソーシアムを組んでス

ポンサーとなり、評価を実施。評価項目はOECDで実施しているSIDS項目 
（Screening Information Data Set）に準拠。 

 スケジュール：試験計画提出締め切りは2004年末。計画が提出された物質のデータ提出

締め切りは2005年末。 
 実施状況：2004年7月時点で約400社、100コンソーシアムがスポンサーとなり、約2200

物質（非HPV約260含む）。についてのデータ収集が予定されていた。ただ、こ

れでもすべての物質をカバーしたわけではないため、HPVプログラムを2010年
まで延長し、現在のプログラムで重複していない約500の物質についてデータ収

集を行う予定。 
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Ⅲ. 我が国における環境規制動向 

 
１．化学物質管理に係る法規制の概況 

 
１-１．化学物質管理関連取組みの概況整理 

 
 我が国の化学物質管理に関する法律で最も大きな位置を占めるのは「化学物質審査規正法（化

審法）」と「化学物質排出把握管理促進法（化管法またはPRTR法）」の二つと言える。 
これ以外にフロン回収破壊法や化学兵器禁止法その他の限定的な法規制も存在するが、広く化学

物質全体を対象として、その環境リスク・対人リスク管理を目的とした法律は前述の2つである。 
 
化学物質管理に関する法規制整備の推移 

1973年 化学物質審査規制法（化審法） 1973年公布・74年施行 

環境汚染を経由して人の健康に被害を及ぼすことを防ぐために化学物質を審査し、

有害性が判明した化学物質の製造・使用等を規制 

 →新規化学物質の安全性事前審査制度など 

1988年 オゾン層保護法 1988年公布、1989年より段階的施行 

 

1999年 化学物質排出把握管理促進法（化管法）  

 1999年公布・MSDSは2001年から、PRTRは2001年4月から段階施行 

 製造、使用などに関わる事業者の化学物質管理の改善促進のためにPRTRと 

 MSDSを制度化。 

 

2001年 フロン回収破壊法 2001年公布 

 

2004年 化学物質審査規制法（化審法） 2004年改正 

 人体のみならず、化学物質による動植物影響などへの考慮を盛り込む。 

 →官民連携による既存化学物質安全性点検推進をうたう→ＪＣＰヘ。 
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１-２．国際的取り組みへの関与状況 

 
 化学物質はいまや商取引などの形はもとより、風や物質特有の現象（グラスホッパー現象など）

を通じても世界的に流通・拡散する。そこで、これら化学物質に関する管理や規制を国際的な枠

組みの中で実施する動きも70年代から続いているOECDの取組みから国連等に広がっている。我

が国も国内法整備と並行してOECDやIFCSなどの国際的取組みに積極的に関与しており、それら

の主なものを整理すると以下のようになる。 
  
国連IFCS※

： 
アジェンダ21第19章実行のために94年に発足した国際的会合。OECDのHPV有害性評価活動と

連動してPOPs条約（POPs：Stockholm convention on Persistent Organic Pollutants＝残留性

有機汚染物質に関するストックホルム条約）やPIC条約（PIC: Rotterdam Convention on the 
Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in 
International Trade ＝有害化学物質等の輸出入の事前同意手続に関するロッテルダム条約）普

及を推進、SAICM（SAICM：Strategic Approach to International Chemical Management=国
際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ）など、多角的に取り組まれているグローバルレ

ベルでの化学物質管理体制強化の中心的組織といえる。 
 POPs条約では特に早急な対策が必要とされた12の残留性有機汚染物質（PCB、ダイオキシン

等）について製造・排出・輸出入・廃棄物処理等に関する適正管理が求められており、2006年3
月現在118カ国が締結（日本は2002年8月締結）。 
 一方、PIC条約は27の化学物質に関してその国際間取引を厳しく管理・規制する内容のもので、

2006年3月現在102カ国が締結している（日本は2004年6月締結）。 
※（Intergovernmental Forum on Chemical Safety：政府間化学物質安全性フォーラム） 

 
OECD活動： 

HPV物質の有害性評価を加盟国分担協力・官民共同で推進。米国のHPVプログラムや日本の

JCPもこの流れに沿ったもの。HPV約5200物質のうち、最初の1000物質についての評価が進む。

当初2004年終了予定だったがスケジュールは遅れ気味とされる。これ以外に内分泌かく乱物質試

験方法の検討や各国の化学物質届出方法、評価方法の国際共通化なども推進。 
 

GHS制度： 

 国連が勧告した化学品の危険有害性情報提供制度「化学品の分類および表示に関する世界調和

システム」（GHS：Globally Harmonized System）で、化学品の危険有害性ごと世界共通ルール

に従ったラベル表示や安全データシートで表示。2008年までに実施することが求められているが、

その中にあって日本が世界で最も早く2006年12月1日から施行している。ただ、GHS制度は対象

とする化学物質の範囲設定や分類等に世界統一的な基準が設けられておらず、労働安全衛生の範

囲に限られた一部物質を対象とした取り組みとなっているほか、REACHとの整合性が十分では

ないといった課題も指摘されている。前述のように日本は世界で最初に99物質を対象としてGHS
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の施行に至ったが、後続の国々が日本の「99物質」とは異なる対象範囲で制度化する可能性はあ

り、「世界調和システム」という目的とは相容れない問題を制度自体がはらんでいるのは否定でき

ない。 
 
 このように、化学物質有害性評価や規制に関する我が国の国際的取り組みへの関与は国連や

OECDなど国際共通取組みへの関与という方向で一貫している。REACHはこのような「世界共

通ルール」ではなく、特定地域の「ローカル・ルール」に近いという考え方もあるが、輸出マー

ケットとしてのEUの大きさを考えれば、日本をはじめとする他の国々も準拠せざるを得ないルー

ルといえる。 
 上に整理したような世界共通取組みとの整合性を確保しつつ、REACHに対しても適切に対応

していくことが、日本や米国その他の国に求められている対処法であるといえよう。 
 
  



－25－ 

２．我が国の公的施策としての対応 

 
２-１．「J-Moss」 

 
 J-Mossは正式には「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」であり、具体的には日

本工業規格のJIS C 0950を指す。 
 すでに触れたように、J-Mossは対象としている有毒物質の種類、含有量の閾値などに関して

RoHSと全く同じ内容であり、またその施行も2006年7月1日からであり、「2006年7月1日以降上

市される製品」から規制対象となるRoHSと同じ時期のスタートとなるが、J-Mossの場合、正確

には国産品については「7月1日以降に製造したもの」、輸入品については「7月1日以降に輸入許

可を得たもの」が対象となる。 
 
 また、J-Mossにおいては含有マークに関しては本体やパッケージ、およびWebサイトでの表示

が必要であり、表示場所等も規定されているのに対し、非含有マークについてはWebサイト以外

つまり製品やパッケージでの表示は「任意」とされている。また、対象7製品以外についても「こ

の規格を準用することを妨げない」とされていることから、マークを使うことは可能であるが、

それらもすべて「任意」である。 
 
含有表示に関する規定一覧 

対象7品目 対象7品目以外 
 

マーク表示 表示場所 Webでの 
含有情報開示 

マーク表示 表示場所 Webでの 
含有情報開示 

含有 規格順守 規格順守 規格順守 任意（1） 任意（1） 任意（1） 
非含有 任意（1） 任意（1） 規格順守（2） 任意（1・3） 任意（1） 任意（1・3） 

（1）任意となっているが、適用する場合は規格の順守が望ましい 
（2）一部除外項目を含む場合は任意 
（3）グリーンマーク表示の場合、Webサイトでの含有情報開示が望ましい 
 
 重要なことは現段階ではJ-Mossは“規制”ではなく規格であるということで、RoHSが対象8
製品分野について対象6物質の使用を7月1日から禁止するという明白な“規制”であるのに対し、

J-Mossはあくまで「表示規格」である。従って、RoHSと同じ含有量の閾値も「これ以下にしな

ければならない」規制値ではなく、「これ以下であれば非含有マーク（グリーンマーク）を貼る」

「以上であれば含有マークを貼る」ための、一種の境界線を示しているに過ぎないことになる。 
 
 対象6物質を閾値を超えて含有している製品も、含有マークさえ貼れば2006年7月1日以降でも

日本国内で製造・販売できるという点でJ-MossはRoHSとは大きく異なる。ただ、同じ物質に関

して同じ閾値を採用していることから、J-Moss基準をクリアした製品(グリーンマーク表示製品)
はそのままRoHS基準クリアと考えやすいが、現時点では両者の対象物質・閾値は同一ではあっ

ても、除外項目に関して差異がある。 
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 J-Mossの除外項目にはRoHSの除外項目に加えて「現在日本からEUに除外要望を出している項

目」も含まれている。だが日本からの除外要望がすべて通るかどうかは現状では未確定であり、

確定時期がいつになるかも不明である。 
 
 また、たとえばJ-Moss除外項目にある「シーズヒータの防湿のための封止用ガラスに含まれる

鉛」はアース部分のことであるが、こういった項目は三つ口コンセントが使われてアースが不必

要なヨーロッパのRoHSにはない。 
 このように、現状ではRoHSとJ-Mossの間には細かい違いがあるが 経済産業省サイドとして

は基本的にRoHSとJ-Mossの除外項目は一致させる考えである。従って、近いうちに「RoHSと
の一致」を目的としてJ-Moss規格が部分改正される可能性は高い。 
   
 
２-２.「Japanチャレンジプログラム」 

  
我が国における化学物質情報の審査・収集は1973年に制定された「化学物質の審査及び規制等

に関する法律（化審法）」に基づき、新規物質については安全性審査が必要になったが、化審法制

定前の既存物質については「国が安全性を点検する」ことが国会で付帯決議されてはいたものの、

その進捗は非常に遅いものであった。 
 
 1973年時点での既存物質には当然のことながら生産量が多い物質が多く、産業界での用途も広

いことから、2003年の化審法改正に際しては、既存物質の安全性点検について国と産業界とが共

同で取り組むべきという付帯決議が国会でなされた。これを受けて2005年6月にスタートしたの

が「官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム」通称Japanチャレンジプログラム

（以下JCP）である。 
 
Japanチャレンジプログラム進行スケジュール 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

国際的にはOECDなどが中心となって既存物質の安全性審査を進めていることから、JCPでは

それらの取組みとの重複を避け、実際の審査主体は民間企業を「スポンサー」として募るという

方法をとっている。なお、事業の実施主体は厚生労働省・経済産業省・環境省という3つの中央

①国内製造・輸入量が1000t以上の優先情報収集対象物質〔約700物質〕をリストとし
 て公表 

②重複防止のため、OECDなどで収集予定のものを除き、安全性情報収集スポンサーの
 募集を開始（2005年6月） 

③2008年度までに化学物質情報を収集。毎年度末に進捗状況を確認するとともに2008
 年4月以降に進捗状況を・成果をふまえて中間評価を実施。 
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省庁の共同事業という形である。 
 このJCPは資金その他に関して民間企業の自主的参加を前提にした事業スキームなど、前章で

も触れたアメリカの「HPVチャレンジプログラム」をそのまま流用したものと言えるが、より大

きな流れとしては次項で触れるOECDによるHPV物質有害性評価の一環と位置づけられるが、そ

の一方でEUのREACHとの整合性という面ではまったく不透明であるというのが実情である。 
 2006年に開催された3省合同のプログラム推進委員会（第3回）においても「今の段階で急いで

化学物質の安全性に関する情報を整備したとしても、2007年にREACHが始まれば結局は

REACHに合わせたデータ取りを改めてしなければならないのではないか」といった意見が出さ

れるなど、REACHとの整合性がどう確保されるのかというのはJCPにとってもアメリカのHPV
チャレンジプログラムにとっても大きな懸念要素となっているのは否定できない。 
 
 もうひとつ指摘しておくべきポイントが「化学物質評価データ収集」に関する公的関与の度合

いの差である。JCPスタート以前、改正前の化審法では「新化学物質」については事業者に安全

性審査を求めたが、既存物質については前述のように「国が点検する」としてはいたものの、進

捗は遅かった。 
 米国のHPVプログラムやこの作業を「官民共同化」することによって加速させる狙いがあり、

言い方を変えれば国の点検責任の一部を民間にシフトすることで化学物質の点検作業をスピード

アップするための仕組みという側面を持っている。 
 
 
 
 
 
 
 
  
 これに対し、Ⅰ章でも触れたようにREACHは化学物質の安全性確認責任を完全に企業側に負

わせた仕組みであり、対象となる化学物質の数量規模もJCPやHPVなど既存物質だけを対象とし

た取組みに比べて多い。つまり、REACHは米国や日本が中間的な形で始めた「化学物質安全性

管理責任の民間シフト」を極端なところまで推し進めた制度であるといえる。 
 2005年、JCPでようやく「官民共同レベル」まで来た我が国の化学物質管理のスキームである

が、今後民間企業がREACHへの対応を進めることで一気に「危険管理責任の民間シフト」が進

行する可能性も十分ある。 
  
 JCPに関しては2005年12月末時点で55企業・3団体によって71物質のスポンサー登録が行われ

ており、スポンサーとなった物質の多い企業としては三菱商事（2005年12月時点で5物質）、花王

（2005年10月段階で6物質）、昭和電工、三洋化成工業、日本油脂、大八化学工業等（同時点で4
物質）などの企業が挙げられる。 

国・政府による化学物質管理の公的責任 

民間事業者による化学物質管理の公的責任 
・化審法制定後の日本 
・OECDによる取組み 
 

・Japanﾁｬﾚﾝｼﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
・HPVﾁｬﾚﾝｼﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

REACH 

70～90年代 90年代末～2005年 2007年？ 
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 主なスポンサー企業と、担当した化学物質を整理すると下表のようになる。 
 
国内主要企業がスポンサーした化学物質の例 

企業名 化学物質名 

三菱商事 

（2005.12末時点） 

D-glucitol D-ソルビトール 
xylose,pure キシロース 
calcium pantothenate,D-Form パントテン酸カルシウム 
Ethanedioic acid,dihydrate シユウ酸二水和物 
Paraffins(petroleum),normal C>10 石油パラフィン（C>10） 

花王 

（2005.9末時点） 

フタル酸ジタルキル C=8～13 
ナトリウム＝ドデカノイルオキシベンゼンスルホナート 
アルキルC=13～15 リン酸エステルカリウム塩 
アルキルC=9～11 リン酸エステルカリウム塩 
アルキルC=10～16 -D-グルコピラノシド 
フタル酸ジ-n-オクチル 
キシレンスルホン酸（注：子会社 花王クエーカー） 

三洋化成工業 

（2005.9末時点） 

ビスフェノールＡジ（２－ヒドロキシプロピル）エーテル 
2,2-ビス[4-（2-ヒドロキシエトキシ）フェニル]プロパン 
イソフタル酸ジメチル-5-スルホン酸ナトリウム 
ステアリン酸2-エチルヘキシル 

 
 
２-３.「GHS」 

 
 前項でも触れたように、GHS（Grobally Harmonized System of Classification and Labelling 
of Chemicals））は国連が2003年に発出した化学品の危険有害性ごとに分類し、その情報を統一

ルールで表示するという、化学品の安全情報表示に関する世界共通システムであり、目標として

は2008年中に導入することとされている。 
 GHSでは急性毒性や発がん性、爆発性、引火性等々の危険有害性指標が共通のシンボルマーク

で表示されることになっており、そのシンボルマークのデザインはもとより、危険度のレベルの

分類基準も国際的に共通のものになっており、たとえば急性毒性の場合ではハザードリスクの代

表的指標であるLD50（半数致死量）を元にした数値的な基準が定められている。 
 ただ、ここまで「世界共通・統一」をうたっているGHSもその表示対象物質、あるいは通知対

象物質の範囲は「各国で定める」こととされており、ここに非共通・不統一になる余地が存在し

ている。 
  
 もう一つ重要なことは、日本がこのGHSの導入を世界で最も早く法制化したことであり、2006
年12月1日施行の労働安全衛生法の改正に伴ってGHSと整合させた表示や通知システムが日本で

実施されることになる。 
 この法制化に伴って政府は表示対象物質として99物質を、通知対象物質として640物質を施行

令で定めているが、日本に遅れて今後続々とGHSの国内法を整備する国々が日本と同じ「99物質
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+640物質」という物質範囲を採用するという保証はない。 
 仮にEUがGHS法制化に際して、たとえば110物質でスタートした場合、日本のメーカーは欧州

に対して「プラス11物質」分のGHSデータを整備し、欧州向けロットに別の表示をしなければな

らないということになり、対象物質数の統一性がまちまちになればなるほどメーカー側の負担は

大きくなるのが避けられない。 
 世界で最も早くGHSを法制化し、これを国内はもとより国外向けにも使用することで、日本の

「99物質」が事実上のデファクトスタンダードとして世界に普及するのは我が国にとっては望ま

しいシナリオであるが、現在のところ他国のGHS法制化がどうなるかの見通しは立てづらく、こ

の先行き不透明性は化学素材メーカー等にとっては、特に海外向けビジネスでの大きな潜在的リ

スクとして認識されている。 
  
  
  



－30－ 

３．我が国産業界による取組み 

 
３-１．JGPSSI（グリーン調達調査共通化協議会） 

 
 公的な法整備と並んで、我が国では産業界による自主的な化学物質管理の取組みも進んでおり、

その代表的な事例としてグリーン調達調査共通化協議会（以下 JGPSSI： Japan Green 
Procurement Survey Standardization Initiative）が挙げられる。 
 JGPSSIは一種の企業ボランティア組織として2001年から会合を重ねていたが、2002年には電

子情報技術産業協会の環境・安全部の中に事務局を置いている。 
 
 組織の目的は電子情報部品・材料の化学物質調査・回答に関し、サプライチェーンを貫通して

共通したフォーマットを作成することであり、すでに2002年にトライアル版、2003年には改訂版

の「グリーン調達ガイドライン」を発表し、調査対象29物質や共通回答フォーマット等を会員企

業以外も含めて広く利用を呼びかけている。 
 また、JGPSSIの動きはEIA（米国電子工業会）EICTA（欧州情報通信技術製造者協会）との

共通化に発展し、事実上のグローバルスタンダードといえるJIG（Joint Industry Guideline）を

発表しており、JIGへの統一化の流れが形成されている。 
 なお、当初JGPSSIが作成したガイドラインでは管理対象物質には29が指定されていたが、JIG
ではそのうち5つが削除されて24種類となっており、現在の対象物質とその閾値の一覧は以下の

通りである。 
 
JIG別表A：調査対象化学物質リスト(レベルA) 

物質群分類 
No.(JGPSSI） 材料/化学物質群 閾値レベル 

C01 アスベスト類 意図的添加 
C02 一部のアゾ染料・顔料 意図的添加 (適用については

76/769/EEC指令を参照) 
A05 カドミウム/カドミウム化合物 75ppmまたは意図的添加 
A07 六価クロム/六価クロム化合物 1000ppmまたは意図的添加 
A09 鉛/鉛化合物 1000ppmまたは意図的添加 

3000ppm（塩化ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙのみ）

A10 水銀/水銀化合物 1000ppmまたは意図的添加 
C04 オゾン層破壊物質 

（CFCs、HCFCs、HBFCs、四塩化炭素等）
クラスⅠ：意図的添加 
クラスⅡ、HCFs：1000ppm 

B02 ポリ臭化ビフェニル類（PBB類） 1000ppmまたは意図的添加 
B03 ポリ臭化ジフェニルエーテル類（PBDE類） 1000ppmまたは意図的添加 
B05 ポリ塩化ビフェニル類（PCB類） 意図的添加 
B06 ポリ塩化ﾅﾌﾀﾚﾝ（塩素原子数が3つ以上） 意図的添加 
C06 放射性物質 意図的添加 
B09 一部の短鎖型塩化パラフィン（※） 意図的添加 
A18 ﾄﾘﾌﾞﾁﾙｽｽﾞ（TBT）、ﾄﾘﾌｪﾆﾙｽｽﾞ（TPT） 意図的添加 
A17 酸化トリブチルスズ（TBTO） 意図的添加 
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JIG別表B：調査対象化学物質リスト(レベルB) 

物質群分類 
No.(JGPSSI） 材料／化学物質群 閾値レベル 

A01 アンチモン／アンチモン化合物 1000ppm 
A02 ヒ素/ヒ素化合物 1000ppm 
A03 ベリリウム／ベリリウム化合物 1000ppm 
A04 ビスマス／ビスマス化合物 1000ppm 
B08 臭素系難燃剤（PBB類またはPBDE類除く） 1000ppm 
A11 ニッケル(外部利用のみ) 1000ppm 
C05 一部のフタル酸エステル類（※） 1000ppm 
A13 セレン／セレン化合物 1000ppm 
B07 ポリ塩化ビニル（PVC） 

(開示は閾値を超える量が「存在する」／「存在しない」

でよい) 

1000ppm  

注１）本来(※)には「別表F参照」の文言が入り、別表Fには個別化学物質の詳細リストが付くが、 
本報告書では割愛。 

注２）削除された物質は金・銀・銅・パラジウム・マグネシウム及びそれらの化合物。 

 
 また、JIGで設定されたレベルA・レベルBの定義は以下の取りである。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 JIGの対象物質の中にはRoHSに指定されている6物質がすべて含まれる。閾値の表示はwt%と

ppmで異なっているが、RoHSの閾値をppmに単純換算して比較すると以下のようになり、カド

ミウムを除けばすべて同じ基準になっていることがわかる。 
 
 RoHS・JIGの閾値比較 

 鉛 水銀 カドミウム 六価クロム PBB PBDE 
RoHS 1000ppm 1000ppm 100ppm 1000ppm 1000ppm 1000ppm 
JIG 1000ppm 1000ppm 75ppm 1000ppm 1000ppm 1000ppm 

 
 従って、J-Mossの場合と同様JIGにおいても「JIG基準クリア＝RoHS基準クリア」という思い

込みが生じやすいが、JIGの閾値も“規制値”ではなく含有・非含有の定義上の数値であるから

RoHSと同列に論じることは出来ず、この点に関してもJIGとJ-Mossの位置付けは近いものがあ

る。 

レベルＡ：製品や部品に使用された場合に、以下を定めた現行法の規制を受ける材料 
      と化学物質 
      a.使用の禁止 b.使用の制限または c.報告義務その他規制効果 
 レベルＢ：以下の1つ以上の基準に合致するため開示の必要があると業界が判断した 
      材料および化学物質 
      a.環境、健康、または安全の面から重大な影響がある材料や化学物質 
      b.有害廃棄物管理を要求される可能性がある材料や化学物質 
      c.使用済み製品処理に悪影響を及ぼす可能性のある材料や化学物質 
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 また、J-Mossは化学物質の含有情報表示に関する規格であるのに対し、JIGの目指すものは電

気・電子業界のサプライチェーンが上流から下流まで一貫して、しかも国際的に共通して使える

化学物質情報提供フォーマットの確立・普及であり、この両者は“競合”する性格のものではな

い。また実際にはJIGを「自社仕様」に独自改訂して部品供給メーカーとの間で使っている例も

多い。 
  
 
３-２．JAMP（アーティクルマネジメント推進協議会） 

 
 2006年9月に設立されたばかりのアーティクルマネジメント協議会（以下JAMP:Japan Article 
Management Promotion-consortium）はその名が示すとおり、アーティクル（成形品）が含有

する化学物質情報をサプライチェーン間で適切な流通・管理するための仕組みづくりを目的とし

た組織であり、現在のところ事務局は（社）産業環境管理協会内に置かれている。 
 上の記述を見てもわかるように、JAMPの設立目的はサプライチェーンでの化学物質情報調査

情報の基準やフォーマットを作ったJGPSSIの取組みと一見すると区別が困難なのは確かである

が、JAMPが作成を目指すAIS（Article Information Sheet）とJIGとの大きな違いはその情報流

通を「どこが主体になって実施するか」にある。 
 
 JIGはその設立段階から大手セットメーカーが中心になって推進しており、「セットメーカー

がグリーン調達を実施する上で用いる情報収集の共通化」という側面があった。セットメーカー

が欧米の製品含有化学物質に関する規制に対応するためにはこのような情報収集が必要であり、

JIGはその情報収集を効率化することを大きな目的としていた。ただ、製品含有化学物質の規制

がほとんど存在しない日本の国内事情が反映されていないなどの問題も含んだものであった。 
 
 REACHのように、簡易な化学物質分析では知りえないような含有物質に関する膨大な情報伝

達等を求める規制に対応していくためには、調剤の組成を正しく知り得る川上の化学メーカーか

ら川下のセットメーカーに対して情報を伝達することが不可欠となる。この考え方に沿って、

MSDSという調剤情報を受け取り、AISという形で情報伝達をスムーズに伝達する情報システム

の整備を目的として設立されたのがJAMPである。 
 川上、すなわち素材メーカーには化管法によって定められたMSDSという物質情報提供のシス

テムがあり、川下である電気・電子部品のセットメーカーにはJIG、自動車メーカーにはGADSL
という、サプライヤに対する物質情報を要求するシステムが既に存在する中で、中間にあたる部

品メーカーや加工業などの中小企業がサプライチェーン全体にきちんと包含されるとともに、川

上から川下への正確で迅速かつ経済的な化学物質情報伝達の仕組みを作る取組みがJAMPである

といえる。 
 また、JAMPが目指すAISの大きな特徴の一つはREACH規則を強く意識したものであるという

ことで、REACHが化学物質材料だけではなく成形品についても用途ごとにリスク評価を義務付

けるといった動きに対し、成形品(部品)メーカーとして連携し、早めに対策を協議しておくべき
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であるという危機感がJAMP参加企業には強い。 
 
 2007年2月20日現在でJAMPの会員企業は84社5団体を数えており、その中で以下の17社が発起

人企業としてJAMPの運営委員会メンバーとなり、一般の会員企業はAIS整備に向けた4つの委員

会への参加や関連資料等を提供してもらえる。 
 
JAMP設立企業（運営委員企業） 

旭化成㈱ 

花王㈱ 

住友化学㈱ 

セイコーエプソン㈱ 

大日本インキ化学工業㈱ 

TDK㈱ 

東芝㈱ 

㈱日立製作所 

富士写真フィルム㈱ 

富士通㈱ 

松下電器産業㈱ 

みずほ情報総研㈱ 

三菱化学㈱ 

三菱電機㈱ 

㈱村田製作所 

ライオン㈱ 

㈱リコー 

 
 
３-３．JAMA（日本自動車工業会）データシート 

 
 JAMAデータシート（あるいはJAMAフォーマット、自工会統一フォーマットなどと呼ばれる）

は自動車業界を構成する完成車メーカー・部品メーカー・素材メーカー等々のサプライチェーン

間で化学物質情報をやりとりするための共通データフォーマットであり、その意味では「自動車

業界版JIG」に近いものがある。 
  
 JAMAデータシートを電気・電子業界のJIGなどと比較した場合、大きな違いとして挙げられ

るのは、このデータシートは元々IMDSという国際規格を大きく参考にして作られたということ

であり、もう1点が対象とする化学物質範囲の広さである。これらについてはヒアリング結果で

も触れているが、整理すると以下のようになる。 
 
 ①IMDSとの関連性…自動車業界内での化学物質管理共通データシステムJAMAフォーマット

は上述のようにIMDSを参考にして作られた化学物質情報流通用のフォーマットであるが、シス

テム自体はエクセル上で動くフォーマットであり、ネットによる一種のクローズド・データベー

スであるIMDSとは基本的な形態が異なる。 
 IMDSはもともとドイツのシステム会社であるEDSが欧州（主としてドイツ）の自動車業界向

けに作成した化学物質情報データベースシステムであり、そのユーザーも欧州系メーカーに限ら

れていたが、その後日本の自動車メーカーなどもIMDSに参加している。 
 このようにIMDSは元々が「欧州仕様」だったということもあり、日本の自動車メーカーがそ

れまで行っていた物質管理のシステムやフォーマットとの整合を高めることが求められていた。 
 
 そこで、IMDSを参考にしながら国内メーカーがそれまで使っていたフォーマットとの親和性

を高めた、あるいはカスタマイズ余地を大きくしたものがJAMAフォーマットである。従って、
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自動車メーカーの中にはIMDSとJAMAフォーマットの両方を使っているといった例もかなりあ

ると見られており、両者は競合というよりは並存に近い関係にあるといえる。 
 
 ②対象化学物質の範囲…JIGの対象物質が24だったのに対し、JAMAデータシートは後述する

IMDSと同じ化学物質リスト・GADSLに準拠しているため、対象化学物質群の数だけで87、化合

物の数でみれば約2,500にのぼり、その数は電気・電子業界にくらべて圧倒的に多い。これは、両

業界それぞれが化学物質の購入と設計現場での取り扱いを考慮したデータベースを構成し、最適

化する上で生じた差であるといえる。 
 従って、GADSL（Global Automotive Declarable List）では電気・電子業界が対象としていな

い化学物質も申告対象として多数組み込まれているが、こういった差が存在している背景にも上

述のような電気機器と自動車との製品アイテム数の差や製品特性の違い、あるいは使用形態の違

いなども影響していると考えられる。 
 GADSLでは水銀や鉛といったたとえばホルムアルデヒド類のような物質も対象となっている

が、これなどは人間が中に入って長時間過ごす車だからこそ対象となる物質の一例である。電機

業界においても一部の特殊な使用条件においてはこういった化学物質の放出が問題になるケース

があるため、JIGの対象になっていない物質については自主規制や独自調査などで対応している

状況にある。 
 
 
３-４．電子部品環境情報検索 

 
「電子部品環境情報検索」はいわゆる電子部品業界のCALSシステムの一つであり、電子部品の

カタログ情報データベースなどと並行して構築された電子部品の含有化学物質情報提供のための

データベースである。 
 現在、このデータベースにはJEITAの電子部品部会サイトのトップページから入ることが出来

る。原則は会員企業に専用パスワードやIDが与えられるデータベースであるが、元々が国の補助

事業で作られたデータベースであり、公共性を高めるという観点から現在はゲストログインによ

って誰でも閲覧可能なものになっている。  
 現在、村田製作所やTDK、アルプス電気等々、国内の電子部品大手をほぼ網羅する形で18社が

情報を提供しており、JGPSSI対象物質について約20万件の部品の情報が閲覧可能であることか

ら、上述のように汎用部品についてはかなり集約的なデータベースであるといえる。JEITAサイ

ドとしては最終的に50社・60万件規模のデータベース構築を目指している。 
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Ⅳ. 具体的対応取り組み事例ヒアリング調査 

 
１．グリーン調達調査共通化協議会（JGPSSI） 

 
1）JGPSSI設立背景と活動経緯 

 JGPSSI（Japan Green Procurement Survey Standardization Initiative）は、企業の自主的

ボランティアでスタートしたものであり、その目的は電気・電子機器業界における川上～川下を

通じた含有化学物質調査方法と流通フォーマットの統一化であった。 
 90年代後半頃から電子・電気メーカー、特に大手セットメーカーの間ではグリーン調達として

の製品含有化学物質に関する責任意識の高まりがあり、サプライヤ(部品供給メーカー)に対する

調査も実施されていた。しかし当時は調査対象物質範囲、調査方法、提出フォーマット等に関す

る統一基準がなかったため、実質的には「カスタマー企業がそれぞれ独自に決めたやり方でサプ

ライヤーに個別に聞く」という状況であった。従って対応する部品メーカー側の負担も大きく、

混乱した状況がみられたことから、調査の基準と統一共通化フォーマット作成の必要が高まって

いた。 
 
 こういった背景のもと、2001年にキヤノンやソニー、NEC、日立、東芝等々の大手セットメー

カーが中心となってJGPSSIが設立され、調査対象物質を29物質群とした含有化学物質調査基準

や共通フォーマットなどを公表した。 
 その後、JGPSSIの取組みは欧米との連動に発展し、最終的には調査対象物質を24物質群にし

た電子・電気機器業界の国際的含有化学物質調査基準といえるJIG（Joint Industry Guide）とい

う形にまとまった。だが、EIA（米国電子連合会）とEICTA（欧州情報通信民生電子技術産業協

会）と共同で検討したJIGも最終的にEICTAが承認しなかったため、実際には「日米共同規格」

という形になった。 
 
2）JIGの概要 

 JIGは、一言でいえば電気・電子機器製品・部品に関し、開示しなければならない含有化学物

質に関する業界共通基準である。JGPSSIではこの基準にもとづいて含有化学物質情報のやりと

りを行う際に使う調査回答フォーマット(エクセル版)や操作マニュアルなどを作成し、ネットで

提供している。つまり前項で述べたような「統一共通化フォーマットの必要性」をうけ、「調査す

る物質の種類・報告範囲」と「情報伝達のためのフォーマット項目」の最小限の特定」の共通化

に取り組んだ結果がJIGという形になったといえる。 
 当初JGPSSIが作った段階では「調査する物質の種類」は29物質群であったが、その後米国な

どとの共通化に際して若干改訂し、現在は24物質群が「調査対象範囲」となっており、その中に

はRoHSが規制対象としている6物質も当然含まれる。 
 JGPSSIではこのような調査対象物質範囲や情報流通ツールだけではなく、工程管理にまで踏

み込んだ「製品含有化学物質管理ガイドライン」も作成し、サプライチェーンを流通する化学物

質情報の信頼性を高める取り組みも行っている。 
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3）メーカーの現状と取組み状況 

 大手セットメーカーは各社ともJIG以前の各社独自の含有化学物質調査方法・基準・フォーマ

ットを持っていたため、JIGが出来ても全面的にそれを取り入れるのが難しかったのは確かであ

り、現在はJIGをベースにしてそれぞれのセットメーカーが自社用に多少変えて使っているとい

うケースもある。 
 「各社ごとの差異」が多少残っているという点では部品メーカーの負担がまだ大きいのも確か

であるが、こういった負担やコスト軽減のために部品メーカー側が中心となって化学物質情報流

通の効率化を図ろうという取組みも始まっており、それが「電子部品環境情報検索システム」な

どの取組みにつながっている。 
 このシステムは、経済産業省委託事業（H17～18）としてJEITAが実施したもので、部品メー

カーがセットメーカーに含有化学物質情報を提供する手間を少しでも軽減することを目的として

作られた、汎用部品含有化学物質情報データベースと言えるものである。このデータベースには

JGPSSIフォーマット(Ver3)が採用されており、セットメーカーはこのDBを検索すればサプライ

ヤーに依頼しなくても必要な含有化学物質情報に入手できるため、両者にとって業務の効率化に

つながることが期待できる。 
 現在このデータベースは情報提供企業25社・情報数約35万件という規模であるが、2007年3月
末時点で60万件が登録される見込みである。現時点では汎用品に限られているが、DB情報の拡

充によって部品メーカーの負担が軽減されることが期待される。 
 なお、この部品情報DBはJEITAの電子部品部会のサイトからリンクされており、JEITA会員限

定ではなく誰でも閲覧可能である。 
 
4）含有化学物質情報管理の課題 

 含有化学物質の情報伝達に関する産業界の取組み・仕組みを一言で言うとすれば、大きく分け

て「電気・電子機器」と「自動車」という二つの業界別の流れがある、という言い方ができる。 
 電気・電子機器業界に関しては前述のようにJIGというものが曲がりなりにも一つの国際共通

基準として根付こうとしているが、自動車業界にはIMDSという異なるシステムが存在する。こ

ういった違いは電気・電子機器と自動車との製品自体の持つ性格、対象法規制の違い、あるいは

部品構成や設計法等々の違いを反映していると思われる。しかしサプライチェーンにおける電

気・電子機器業界と自動車業界との共通分野の広がりもあり、統一化が望ましいのは確かだが、

現時点では容易なことではないというのが現実であろう。 
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２．アーティクルマネジメント推進協議会（JAMP） 

 
1）JAMP設立背景と活動経緯 

 JAMP（Japan Article Management Promotion-consortium）は、2006年9月11日に設立され

たばかりの任意団体であり、発起人企業として運営委員会に加わっている17社は以下の通りであ

る。 
 
JAMP設立企業（運営委員企業） 

 旭化成㈱ 

 花王㈱ 

 住友化学㈱ 

 セイコーエプソン㈱ 

 大日本インキ化学工業㈱ 

 TDK㈱ 

東芝㈱ 

㈱日立製作所 

富士写真フィルム㈱ 

富士通㈱ 

松下電器産業㈱ 

みずほ情報総研㈱ 

三菱化学㈱ 

三菱電機㈱ 

㈱村田製作所 

ライオン㈱ 

㈱リコー 

 
 これ以外に一般の会員企業として様々なメーカー・団体等が加わっており、トータルでは現在

84社、5団体の会員数に達している（2007年2月20日現在）。会員企業の構成としては川上の化学

材料メーカーから川中の部品メーカー、川下のセットメーカーまで多岐にわたっている。業界と

してみると、現在電気・電子メーカーが大半を占めるものの、化学メーカー、自動車工業会が加

わってはいることから電気・電子業界のみならず、業界横断で利用可能な仕組みを構築すべく活

動が進められている。 
 
2）AIS検討の体制と今後の見通し 

 サプライチェーンにおけるアーティクル（成形品）が含有する化学物質情報の適切かつ円滑な

授受や開示の仕組み構築を目指すJAMPでは発起人企業によって構成される運営委員会の下に次

頁に掲げるような4つの委員会を組織しており、それぞれの個別のミッションを持っている。 
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JAMPの委員会構成 

 
 
 
  
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 現在の予定では2007年4月初旬にはAIS及び管理ガイドラインの最初のたたき台になるものを

作成し、会員企業での検証を実施した後、2008年1月初旬には一般公表を計画している。これま

でに、延べ38回の委員会及びワーキンググループが開催され、AISで扱う化学物質の範囲や化学

物質管理の基本概念などについて上記に揚げた各委員会のミッションの下、作業が進められてい

る。 
 
 
３．日本自動車工業会 

 
1）IMDSの概要 

 IMDS（International Material Data System）は自動車を構成する部材・部品の含有物質情報

をサプライチェーンを通して完成車メーカーに伝達するための情報システムであり、元々1998年
にドイツ自動車製造業会がEDSというシステム会社と組んで開発をスタートし、やがてドイツだ

けでなく欧米の自動車メーカー8社（アウディ、BMW、ダイムラークライスラー、フォード、オ

ペル、ポルシェ、ボルボ、フォルクスワーゲン）による共同プロジェクトとなった。 
 
 その後2002年には日本の自動車メーカーも使用を開始。現在は世界の主要な自動車メーカーや

その系列会社、あるいはサプライヤーなどがIMDSのユーザーとなっており、2007年1月現在でそ

のユーザー企業数は54,131社に達している。 

運営委員会 

管理ガイドライン作成・普及委員会 

アーティクルが含有する化学物質の情報を、適切に管理および自己宣

言に基づき開示するためのガイドラインを作成。中堅・中小企業の管

理レベル向上を意識。委員会の下に1つのワーキンググループを設置。

AIS作成・普及委員会 

アーティクル情報記述シート（AIS）及び「AIS作成ガイドライン」を

作成する。情報記述フォーマットはもちろん、対象化学物質の範囲な

ども検討。委員会の下に3つのワーキンググループを設置。 

情報基盤整備・推進委員会 
AISを管理および共有する情報基盤の在り方を議論し、その整備およ

び推進に資する活動を行う。委員会の下に4つのワーキンググループを

設置。 

AIS標準化推進委員会 

AISおよび管理ガイドライン等を社会へ普及させるために、国内外の

標準化推進に資する活動を行う。 
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IMDS参加の国内外主要自動車メーカー 

 メ ー カ ー 名 

日系メーカー 富士重工業、いすゞ、マツダ、三菱自動車、日産自動車、日産ディーゼル、 

スズキ、トヨタ 

海外メーカー BMW、ダイムラークライスラー、フィアット、フォード、GM、ヒュンダイ、 

ポルシェ、ルノー、フォルクスワーゲン、ボルボ など、 

 
 IMDSはそもそも2000年10月に発効した欧州のELV指令への対応を目的として整備されたシ

ステムであり、2003年7月1日以降の新車から水銀や鉛、六価クロム、カドミウム等の有害物質の

使用が禁止されたことなど（一部例外措置あり）に伴って車の構成部品の構成材料・成分情報を

サプライチェーン間で円滑にやりとりするためのシステムであり、電子機器業界でのJIGなどと

同じ「自動車業界版の共通情報フォーマット」と言える。 
 
 
2）JAMAフォーマットとIMDSの位置付け 

 だが、日本の自動車業界でIMDSは化学物質情報流通フォーマットとして「用いられている唯

一のもの」というわけではない。 
 もうひとつのシステムが日本自動車工業会が日本自動車部品工業会と共同で作った、いわゆる

「JAMA/JAPIA統一データシート」と呼ばれるものである。ただ、JAMA/JAPIA統一フォーマッ

トはその作成に際してIMDSとの互換性維持を目的の一つにしており、たとえば禁止・申告対象

物質の範囲も両システムともに後述するGADSLに準拠するなど、IMDSとJAMA統一シートの間

には類似性・重複性がかなり存在する。 
 自工会がIMDSと互換性のある独自フォーマットを作成した背景には各調査元が独自の調査シ

ートを運用することを防止する意味があり様々なサプライヤーに普及させるにはExcelベースの

JAMAフォーマットを作成し、IMDSと並存させる方がベターであると判断したためである。 
 
 従って、完成車メーカーや部品メーカーの中には「IMDSとJAMAフォーマットとを1社で両方

使っている」という例もかなりあるとみられ、そういった部品メーカー等では用途（たとえば顧

客向け、下請け向け等）により二つの情報フォーマットを使い分けていると考えられる。 
 なお、自動車メーカーがIMDSを使用する場合は、ライセンス費用とデータ使用料をEDS社に

支払うことが必要であるが、部品メーカーがIMDSのユーザーになるには日本の場合であれば先

述のシステム会社EDSの日本法人に登録して（登録費用は無償）でデータを入力することになる。

登録すれば技術サポート、オペレーションの教育（有償）などのサービスを受けることが可能に

なる。 
 一方、JAMA統一シートの場合は基本的に無償のシステムであり、特定の会社がシステムをサ

ポートしているわけではなく、管理責任はユーザー側にある。 
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3）対象化学物質の範囲 

 IMDSあるいはJAMAフォーマットで申告対象としている化学物質は2004年4月からIMDSの
ILRS（International List of Reportable Substance）に準拠していたが、その後1年ほどでILRS
のバージョンアップ版ともいえるGADSL（Global Automotive Declarable List）に置き換えられ

た。 
 GADSLは、日米欧3極の自動車メーカー、自動車部品メーカー及び化学物質メーカーで審議さ

れた国際的な管理化学物質統一リストであり、対象物質群の数で94、細かい化合物レベルでは約

2500種類もの物質のリストであり、電機業界のJIGなどに比べて大幅に広い。 
 
 
4）今後の見通しについて 

 電気業界ではJEITAが中心になってJIGが制定され、さらにJAMPの話し合いも始まるなど、

今後さらに新しいシステム・新しいフォーマットが現れる可能性があり、その意味ではまだ「混

乱状態」が続くことも考えられる（JAMPは他業界にも呼びかけており、自工会はJAMPに参加

している）。 
 自動車業界においても近年急激に化学物質情報管理が厳しくなり、さらに今後はREACHなど

の規制も新たに加わることで、今後についてはまだ不透明な部分が残るのは電機業界と大きく異

なるわけではない。 
 ただ、JAMPは主としてサプラーチェーンの中流に位置するサプライヤーを対象にAIS(Article 
Information Sheet)を新規に作成しようとしているが、自動車業界ではすでにIMDSも国際的に

確立したシステムになっており、JAMA/JAPIA統一フォーマットについても、今後多少のマイナ

ーチェンジを加える程度の変更が加えられる程度で対応していく可能性が高いと思われる。  
 
  



－41－ 

４．化学メーカー A社 

 
1）環境規制変化に対する取組みについて 

 化学物質に関する規制の強化・変化については、国レベルでの法規制ではもちろん、各企業レ

ベルでの自主的取組み等による変更等も非常に多く、それらに対応することを迫られる化学メー

カーや部品メーカーの負担は極めて大きい。 
 現実には、こういった要望には「各顧客ごとに１対１で対応」しているというのが実情である。

弊社製品の化学物質情報を網羅した一括データベースを作り、安全情報提供の体制を合理化しよ

うとしているが、思い通りの成果をあげるのは難しい。 
  
 化学物質情報をデータベース化して情報提供の合理化を図ることが難しい理由として、最も大

きいのは対応しなければならない“変化軸”が3つあるということである。 
①その第一は「顧客軸」で、要求される物質情報の項目、内容、その範囲等々は顧客によって

異なり、また情報提供のフォーマットや方式も異なる場合がほとんどである。JIGやJAMA
フォーマットなどの｢統一フォーマット｣が策定されても、実際にはこれらの登場で化学メー

カーの化学物質情報提供が簡素化・合理化されるメリットは、一種の強制力を伴わない限り

極めて小さいと言わざるを得ない。 
②もう一つは「物質軸」である。顧客によって要求してくる物質情報の範囲・項目は全くバラ

バラであり、たとえばRoHS指令対応の6物質についてだけでよいという顧客もあれば、自主

的に決めた何十という対象物質についての安全情報を要求してくる顧客もある。これも化学

メーカーの「統一的対応」を困難にしている大きな要素である。ただ、この①と②だけの“変

化軸”であれば、たとえば一番厳しい（要求対象物質数、情報項目数の多い）企業にあわせ

てデータベースを作れば、少なくとも情報が不足することはないわけで労力とコストをかけ

て統一的な自社製品データベースを作る意味がある。 
③だが、ここに「時間軸」というもう一つの変化が存在するために「一番厳しい顧客に合わせ

る」という方法もとれなくなる。時間軸というのは、たとえばある顧客が環境取組み自主規

制を強化したために、それまで一番厳しい顧客が仮に「対象100物質」だったものが、別の

顧客の規定変更である日から最高は「対象120物質」に変わるというケースである。こうい

った化学物質に関する社内規定変化は一つの企業ではせいぜい数年に1回しか発生しないか

もしれないが、数百社という顧客が「数年に１回ずつ」変えただけでも当社にとっては「常

にどこかが変わっている」という状況になり、統一的な自社製品データベースをその都度見

直していかなければならず、手間ばかりかかる状況を招いている。 
 
 現在、化学メーカーにとって最も差し迫った問題はREACH規則よりもむしろGHSへの対応で

ある。GHSは世界共通のシステムといいながらも法制化にあたっての対象物質数などは各国の判

断に任されており、その中で日本が世界で最も早く「99物質」で法制化している。 
 問題は後続の国々が日本と同じ対象物質を採用するかどうかということで、仮に米国やEC、中

国などがもっと多い物質数でGHSを制度化した場合、化学メーカーはそれらの国々に向けたロッ
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トだけ「追加チェック」を行い、場合によっては異なる表示をした上で出荷せねばならず、その

手間の煩雑さは膨大なものになる。 
 
 現在、当社では12月から日本の基準にあわせてGHS表示した製品を海外に輸出する際に「日本

の国内法に合わせた表示のままでいいかどうか」を各国の顧客に了解をとっている最中であるが、

多くの顧客からは明確な回答が得られていない。 
 化学物質に関する規制はその対象物質の種類と規制濃度が地域（国）や顧客によってまちまち

であれば、メーカーサイドの作業は比例して増えていく。日本政府は日本の99物質を世界のスタ

ンダードにする努力をしてくれないと困るし、仮にECが99物質ではなくたとえば120物質でGHS
を実施し、それが世界で最も厳しいものであるなら、日本その他の国もすべてそれに合せるよう

な統一化を求めたい。 
 化学材料メーカーとして化学物質を適正に管理・規制することに努力は惜しまないが、各期性

が国、地域、顧客でそれぞれ異なるという事態は何としても避けたいところである。 
 
2）REACH規則に対する化学メーカーとしての懸念要素 

 上述のようにGHSの「99物質」でもこの状態であるから、REACH規則が実際に施行した場合

の対応の困難さは想像を超えたものになるのは間違いない。 
 REACH規則に関しては成形品（アーティクル）に含まれる物質も場合によって管理対象にな

るということはもちろんだが、同時に欧州における「既存化学物質」についても安全性確認が求

められているということが問題を大きくしている。 
 既存物質全てが対象ということになれば99物質どころかおそらく数万というレベルの物質数

になるはずであり、これらすべてについての数え切れない問い合わせ、確認、回答が多数の企業

の間を、しかも世界レベルで行き来することになるわけで、まさに想像を絶する状態と言わざる

を得ない。 
 
 さらに問題となるのは求められるデータの種類である。REACH規則で必要とされる「リスク

データ」は通常の「ハザードデータ」に加えて「曝露データ」も求められるといわれている。ハ

ザードデータに関してはLD50などの明確な数値化指標があるが、曝露データとなるとユーザーの

“使い方”が問題になると考えられ、メーカーで対応できる範囲を超えてしまう。曝露データの

指標に関しては現在EUサイドでも検討中であるとされているが、これらの決定次第ではサプライ

ヤーだけではなくユーザーも巻き込まれる可能性がある。 
 
 また、REACH規則についてはRoHS指令のような閾値が今のところハッキリと決まっていない

のも化学メーカーにとっては大きな懸念事項である
(*）
。仮にそれが1000ppmであれ100ppmであ

れ、閾値が決まればそれに対する対応を取ることは可能であるが、閾値が明確にならずに「いっ

さい含有していないこと」といった形の規制になると、極端に言えば「対象物質の分子1つすら

含まれていない」ことを示さねばならないことになる。 
（*）大枠としては、成形品であっても含有化学物質換算で一事業者あたり年間1ｔ以上で意図的放出があるもの、

または特定の化学物質の場合は意図的放出がなくても濃度が0.1%以上のものとなっている。 
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 現在の状態ではそこまで深刻な事態になる可能性が「ないとは言えない」という状況であり、

最終的にそうならない可能性も当然ある。ただ、メーカーとしてはやはり想定されるリスクにつ

いては考えておく必要があるし、まだ最終的な形がハッキリしないREACH規則にはそういった

計り知れない「潜在的リスク」が残っている。 
  
3）ユーザー業界構造について 

 当社の場合、自動車業界にもエレクトロニクス業界にも多数の顧客が存在するが、サプライヤ

ーとしての立場で言えば自動車業界の方が化学物質情報のやり取りに関する共通認識と共有化が

多少はできているという印象がある。 
 それに対してエレクトロニクス業界は統一性・共有化がまだ不十分であるといわざるを得ない。

RoHSに関する情報にしても現実には「各社バラバラ」という状況に近く、「対象物質の6プラスア

ルファ」のアルファの部分でどの程度の物質数を要求するかはメーカーによって極めて差が大きい。 
 
4）他業界への影響可能性について 

 RoHS指令（電機）やELV指令（自動車）などのように明確な対象製品になっていないとして

も、いわゆる機械工業系のメーカーも昨今の化学物質情報管理強化の流れからは無縁ではいられ

ないと考えるべきであろう。REACH規則では成形品（アーティクル）であってもその成形品か

ら意図的に化学物質を放出するものは管理の対象になるとされているが、成形品の概念・定義に

曖昧な部分が残っているだけに、重機械の部品などにも影響が及ぶことは十分考えられる。 
 たとえば、現在は対象になっていないが今後重機系の製品がELV指令のような形で厳しい環境

規制の対象になるということもあり得る。自動車と同等の規制、たとえば自動車で使ってはなら

ないとされた物質が将来バイクや建設用重機、あるいは船舶等々にまで拡大適用されるといった

シナリオも可能性がある。機械工業系メーカーも「準備しても発動されなければかえって幸い」

といった気持ちで化学物質規制対策を準備しておくことが望ましいのではないか。 
 
注）本ヒアリングは2006年11月に行ったものである。その後、REACH規則については2006年12月30日にEU官

報で条文が交付され、内容が確定したので、ヒアリング内容と若干の食い違いがある。 
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５. 電子部品メーカー B社 

 
1）化学物質情報関連業務対応の現状 

 当部門は化学物質および環境負荷化学物質の管理・削減／全廃推進・仕組みの整備を主な担当

業務としている。 
 関連業務で大きなウェイトを占めているのが「顧客からの化学物質含有に関する問合せ対応」

である。当部門スタッフのうちのほぼ半数を顧客からの問い合わせに対する回答業務に割いてい

る状態である。 
 問合せの数やその内容（要求フォーマット別ウェイト等）について統計を取っているが、化学

物質に関する問合せは2006年10月で1300件／月強が寄せられている。1ヶ月の勤務日数を20日で

計算すると回答数は65件/日を超えるが、これは昨年のピーク時に比べるとやや減少している。 
 統計では問合せ全体の約15％が「RoHS対象物質に関する定型の問い合わせ」、約10％が

「JEITA(JGPSSI)フォーマット」であり、そのほかにIMDS基準に基づいたものなども若干ある

が、最も多いのはそれら業界で認知された基準に基づかない問合せ、すなわち「その他」であり、

これが約75％を占める。化学物質含有に関する問合せの大多数は「ばらばらの基準・対象範囲・

フォーマット」によるものであるというのが現実であり、これに一日数十件単位で対応するとな

ると、後述するような社内データベースが存在しても、個々の指定書式と記述方法を読み込み、

それに合わせる作業が不可欠になり、業務負担も増加してしまう。 
 
 問合せを国内に拠点を持つ顧客と海外に拠点を持つ顧客とに分けると、おおよそ6割強が国内

から、4割弱が海外からというウェイトになる。また、国内からの問合せでは物資含有に関する

保証書の提供まで求めてくるものが4割で残りが調査書のみの提出というウェイトになるのに対

し、海外からの問い合わせはそのウェイトが逆になり、「保証書まで要求」が6割：「調査書のみ」

が4割という比率になるといった傾向がある。海外に拠点を持つ顧客でも日系企業が占める割合

は多く、自社が使用する部資材が含有する化学物質の調査・把握に関心を持ち、牽引しているの

は日本企業であるという図式が見える。 
 
2）データベース構築状況 

 当社の扱い製品数は、顧客ごとに品番が異なると仮定すると約100万種以上にのぼる。そのう

ち特によく流れる出荷量の多いものに限定しても数万という規模になる。従って、これだけの製

品に含まれる化学物質情報を整理・蓄積し、随時アクセスできるデータベースが不可欠である。 
 当社のデータベースは順次整備・運用中であり、最終的には「化学物質データベース」「成形品

データベース」「販売製品データベース」という3つで構成する予定である。  
 このうち「化学物質データベース」はすでに完成し、稼動している。物質データベースは言わ

ば当社が仕入れた化学物質や調剤（Substance・Preparation）のデータベースである。当社で使

用する化学物質はすべて審査が必要であり、仕入先から入手したMSDS情報に加えて当社独自の

調査書の提出を要請し、MSDSを補完している。この情報に基づき、社内で審査を行い、基準を

満たした化学物質や調剤が上述の化学物質データベースに登録されることになる。 
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このデータベースの大きな特徴は物質情報データベースが発注システムと連動しているという

点である。たとえばどこかの事業所がデータベース未登録の物質を注文しようとしても発注シス

テムにおいてブロックされるようにしており、当社の基準を満たしDBに登録されたものだけが発

注でき、量産工程への持ち込みを許可される体制を作っている。 
 
 一方、販売製品データベースは顧客への含有物質回答に直結するものであり、基本的には

JGPSSIの基準(対象物質)に沿った含有情報を整備している。将来的にはこれらのデータベースか

ら取り出したデータを顧客が閲覧できる形で公開することで、個々の問合せへの回答という業務

を合理化したいと考えている。これ以外に、化学物質データベースと同様の考え方で、成形品（ア

ーティクル）の含有物質情報を収載したデータベースを構築中である。 
 
3）REACHの内容見通しと対応取組み 

①SVHCの扱いに関して 

 REACHでは、SVHC（Substances of Very High Concern：非常に高い懸念のある物質）指定

物質の総数が3000物質程度になるのではと推定しているが、そのうち約半分は当社が扱うことの

ない石油系であり、電気・電子業界として関わりがあるのは1200物質程度に落ち着くのではない

かと考えている。REACHに関してはまだ未確定の部分も少なくないが、当社ではこの約1200の
物質を中心とした管理体制の構築を検討している。 
 ただ、SVHCの合算基準などはかなり複雑で、たとえば「意図的な放出が無くSVHCの含有量

が欧州へ持ち込む製品形態での重量比で0.1％を超える場合、その物質を欧州へ持ち込んだ合算が

年間1ｔを超えたら届出が必要」といったケースなど複雑な管理が必要で、現在は規制の成立を

受け、これから具体的な業務に展開される段階であると言ってよい。 
 

②アーティクルの扱いに関して 

 REACHの大きな特徴はアーティクルに含まれる含有化学物質についても届出等が必要になる

という点であるが、このアーティクルの定義がまた複雑であり、「形状とデザインが機能に最も重

要な要素かどうか」「意図的な放出」といった文言の解釈も難しい。 
 たとえば、スプレー缶は「中身の化学組成が機能に最も重要である」ということからアーティ

クルではなく物質（モノマー）、調剤（ポリマー）として扱われるが、サインペンや修正ペンなど

は「形状・デザインが機能に最も重要な要素であり、(中身の化学物質の)意図的放出がある」こ

とからアーティクルと見なされるというのが現在の解釈である。 
 ただ、こういった分類は微妙な部分であり、たとえばチップとして切り分けなければ機能を発

揮しないシリコンウェハーはポリマーか、それともアーティクルかとなると解釈の分かれる部分

である。 
 
4）他メーカー・他業界の取組みに関して 

 REACHの登録は最も量の多い「1000t/年超」で3年以内、「100t～1000t/年」のクラスで6年以

内などとされており、最も長いものでは11年であるから時間的余裕はありそうに思えるが、既存
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物質に関しては発効1年後から6ヶ月間予備登録期間がおかれている。 
 予備登録を行うと物質情報の売買が可能になり（SIEF:Substance Information Exchange 
Forum）、試験の重複等を避けられるというメリットがあるとされるが、こういった「欧州で使

用している既存物質は1年～1.5年の間に予備登録」といった情報は他の業界はもちろん、電子部

品業界でもまだ知らない人が多いと思われる。 
 とりあえず、メーカー各社は自社の製品で「欧州域内での生産があるかどうか」言い換えれば

「物質・調剤の形で欧州に持ち込んでアーティクルにしているものがあるか、アーティクルの状

態での欧州内持込か」を確認すべきであり、もし前者が含まれていた場合は早急に準備を進める

ことが必要であろう。 
 
 電子部品業界はこれまでにもRoHS、中国版RoHS、日本のJ-Moss等々、化学物質に関する規

制の導入や法令改正等に対応してきた経緯があり、製品に含有する物質管理に対する取組みは日

本の産業界の中でも比較的進んでいる。 
 だがREACHは管理範囲が飛躍的に広くなり、中小企業になると取組みが遅れているのは否定

できない。他業界での対応取組みもまだまだ十分とは言えない。加えて化学物質（Substance）・
調剤（Preparation）から成形品（Article）へ変換される際の情報伝達や考え方も整備できてお

らず、情報伝達が分断される実態がある。 
 
 このような環境下で、RoHS対策と同様にREACH対応状況調査も各社ばらばらで、任意のタイ

ミングで行われると、情報の分断が発生すると共に、川上・川中・川下企業それぞれに不要不急

の負荷作業を生じてしまう。AIS（Article Information Sheet）やMSDS PLUS（MSDSの拡張

様式）が整備され、川上企業から川下企業へ情報の伝達が確保された状況で、REACH調査・対

応確認が行われるべきであろう。 
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Ⅴ. 欧州環境規制による影響評価と留意点整理 

 

１．REACH規則による我が国機械産業界への影響評価 

 
１-１．機械産業に想定される影響 

 
1）製品内容から想定される影響 

 REACH規則において登録や届出などの義務内容は、その製品が大きく「化学物質（Substance）」
か「調剤（Preparation）」か「成形品（Article）」によって差があり、特に「化学物質・調剤」

と「成形品」とでは義務内容がかなり異なる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（REACH規則第3条） 

 
 化学物質と調剤と成形品との区別は現在、上図のように定義されている。この「物質→調剤→

成形品」の流れは製造業の川上→川下への流れとほぼ重なる。機械メーカーの場合、製造品目が

①もしくは②に該当するというのは例外的なケースと考えることができ、基本的には「成形品」

製造業であると考えることができる。 
 
 ①であればそれ自体、②であれば調合された化学物質について新規物質・既存物質であるかを

問わず原則として2010年11月までに登録が必要になるが、成形品の場合にはその条件は以下のよ

うになる。 
 
 
 
 
 
 

①化学物質（Substance） 

自然状態のまま製造工程によって得られる化学元素とその化合物を指し、その安定性を

保ち使用工程で生じる不純物質を防ぐのに必要な添加物を含む。ただし当該物質の安定

性に影響を及ぼさず、またその組成を変えずに分離することのできる溶剤は除かれる。

②調剤（Preparation） 

二つ以上の化学物質からなる混合物または溶液 

③成形品（Article） 

その化学組成よりも機能を指向するよう、特定の形状、外面、あるいはデザインを付与

された物 

登録が必要 → 物質の意図的な放出があり、製造業者・輸入業者あたりの物質の年間総量が

1t/年を超える 

届出が必要 → 0.1wt%を超える濃度でSVHCが含有されており、製造業者・輸入業者あたり

の物質の年間総量が1t/年を超える 
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 製品（成形品）がこの条件のどちらにもあてはまらなければ、届出も登録も必要ない。製品の

多くが①や②などで占められる化学品メーカー、素材・材料系メーカーに比べれば、基本的に成

形品を作る機械メーカーや部品メーカーなどの「REACH対応義務の度合い」は総じてやや緩い

という言い方もできる。 
  
 ただ、これは成形品が前掲の条件にあてはまらない場合であり、該当する製品であれば届出な

いし登録が必要になる。また、前期2条件に該当するかしないかの根拠となる情報の準備も問題

となる。 
 たとえばSVHCが0.1wt%を超えて含有されているような「届出が必要な成形品」であれば、そ

の成形品の用途や物質に関する情報、さらにその物質が何t程度欧州に持ち込まれるのかといった

届出情報を整理するための検証作業が必要になるが、SVHCが全く含有されていない、あるいは

含有していたとしても0.1wt%を超えていないことをどういうエビデンスで証明するのか、全製品

に対してそのエビデンスが必要なのかといった点もまだ明確にはなっていない。 
 
 また、Ⅰ章でも触れたように化学物質・調剤と成形品の区別に関するガイドラインが作成中で

あり、「成形品とは何か」という定義にまだ不確定要素が残っている状態であるとすれば、「条件

にあてはまらない成形品であることの証明手段」がはっきり明示されるのはもう少し先になると

考えざるを得ない。しかし、いずれにしても登録・届出の必要がない製品であっても、何らかの

方法で「必要がないこと」の証明を求められる可能性があることを考えておく必要があり、その

証明方法によっては「該当しない成形品メーカー」であってもかなりの人的・コスト的負担が発

生するのは避けられない。 
  
 
2）事業体制面で想定される影響 

 機械メーカーの場合、総じて自社のスタッフに占める専門分野比率は機械工学や電気・電子工

学などの専門家のウェイトが一般に大きく、化学系の専門人員の占めるウェイトは材料メーカ

ー・化学品メーカーなどに比べればかなり小さい。しかし、REACH規則への対応を考えた場合、

化学系スタッフの必要性が高まるのは避けられない。 
 
 自社製品がREACHの届出義務に該当するかどうかの確認、該当する成形品であった場合の対

応などにおいてももちろんだが、さらにそれらの製品ごとの成分情報管理、サプライヤからの調

達内容管理等まで実施するとなると、機械メーカーの中心を占める機械工学系の専門家だけでは

対応しきれないという事態になる可能性は大きい。そうなれば、化学の専門知識を持ったスタッ

フによるマネジメント、専門スタッフによる一元的な管理の必要性が機械メーカーにおいても一

段と高まることが予想される。 
 
 ただ、こういった業務は化学知識だけではなく自社製品の特性等にも通じている必要があり、

化学系スタッフの採用といった方法だけで短期的に解決するのは難しい。また、REACH対応の
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必要から今後化学系の専門家の人的資源そのものが不足するという可能性も考えなければならな

い。大手機械メーカーが対応できたとしても、中堅・中小の機械メーカーの間ではREACH対応

のための化学系スタッフが不足する可能性も十分ある。 
 REACH対策だけにとどまらず、環境リスクや化学物質リスク全般への対応力強化の気運は業

種を問わず高まっているだけに、製造業全体で化学系人材のニーズの高まることが考えられ、機

械産業としても早めに計画をたてることが望ましい。 
 
 
１-２．今後注視すべきポイント整理 

 
1）REACHに関する今後の経過注視 

 第Ⅰ章などでもすでに述べたように、REACH規則は昨年の12月に採択され、2007年6月1日の

施行が決定したが、それにもかかわらず規則内容の細目に関してはまだ明確になっていない部分

が多い。その中でも機械産業として特に注視しておく必要がある情報としては以下の諸点が指摘

できる。 
 
①SVHC物質リスト 

 高懸念物質のリストは、それが0.1wt%、あるいは1t/年を超過しているかどうかで成形品の届

出義務が発生するかしないかが決まる、その対象範囲を示すものであるが、現在のところ、この

物質リストは一部しか公表されていない。リストの範囲に関しては約3000物質程度という見方、

1500物質くらいではないかという見方などあるが、いずれも推測の域を出ない。 
 機械製品も成形品である以上、SVHC対象物質の含有についてはチェックが必要であり、その

準備のためにも対象物質範囲の確認は早めに行わなければならない。リスト公表の動向について

は十分注意を払っておく必要がある。 
 
②成形品ガイダンス、用途分類など 

 化学物質、あるいは調剤に含まれる化学物質については、それが新規物質であるか既存物質で

あるかを問わず、2010年11月末までに登録することが必要なのに対し、成形品はSVHCが一定量

含まれているなど、一定の条件にあてはまるものだけが登録・届出の対象になるなど、成形品と、

化学物質・調剤などの原料系製品とではREACHの中での扱いは異なる。 
 成形品とそれ以外の区別については一応の定義も決まってはいるが、個々の製品レベルで見れ

ば解釈の難しいケースは少なくない（シリコンウエハーとチップなど）。 
 この区別については欧州委員会が詳細なガイダンスを作成中であるという情報があるが、その

内容については今後の発表を待つ必要がある。 
 また、成形品の届出に際して必要となる「用途」についてもカテゴリー別に整理される予定で

あるとされているが、これについても同様に欧州委員会がガイダンスを作成中であり、成形品の

区別に関するガイダンスと同様に今後の情報を注視する必要がある。 
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③安全証明方法 

 SVHC物質の含有がない、あったとしてもそれが0.1wt%に満たない成形品に関し、その「非含

有エビデンス」として何かの情報を求められるのか、仮に求められるとしたらその対照は全ての

「非含有製品」なのか、あるいは欧州化学品庁がピックアップした成形品に関してだけなのか、

といった部分もまだ明確になっていない。 
 たとえばSVHCが5％含まれているにもかかわらず、含まれていないものとして届出を回避する

ような行為を防止するためにはなんらかのチェック機能は必要になるが、実際問題としてSVHC
の含有もなく意図的放出もない安全な成形品の種類は膨大なものになることから、全てを対象に

するのはかなりの困難が伴うと予想される。欧州化学品庁がグレーな成形品をピックアップし、

その成形品にだけ安全確認求めるといった形も考えられるが、現状ではこれらについて明確な情

報がないのが実情である。 
 
 

2）REACH以外、化学品以外の環境規制考慮 

 REACH規則は川上・川中・川下メーカー全てに対して影響が予想されるだけに企業サイドの

関心も高いのに対し、EuPは現段階で発表された内容がやや概念的なものであり、さらにREACH
のような「規則」ではなく「指令」であることあって注目度はさほど大きくなってはいない。ま

た、EuPの対象として例に挙がっているのが電気・電子機器中心であり、輸送機器は対象になら

ないことが判明していることなどから、REACHに比べて影響範囲が小さいのではないかという

予想もある。 
 しかし、対象製品・業界がREACHほど広範囲ではないとしても、ある製品がEuPの対象にな

った場合、そのメーカーはかなり複雑な対応を迫られるのは避けられない。EuPに関しては今後

決まる施工措置によって詳細が決まるため、現段階で具体的なアクションはおこしづらいが、情

報収集は行っておく必要がある。 
  
 また、環境にかかわる規制対象としてナノテクがターゲットになる可能性についても留意して

おく必要がある。これについては最近の動向についてⅠ章で触れているが、その後も欧米を中心

として消費者団体や学識者などからリスクを指摘する声があがっている。これがREACHのよう

な公的かつ広範な「ナノテク規制」に発展する可能性はまだ高いとは言えないが、ナノテク関連

製品を扱うメーカーは動向を注視しておく必要があろう。 
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２．欧州環境規制対応上の留意点整理 

 
 正式に採択されたとはいえ、REACH規則の詳細な部分についてはまだ不透明な部分も多く、

その影響評価や対処方法を詳細に検討するには難しいが、本項では現在の情報、あるいはヒアリ

ング結果等から想定される、機械産業としてのREACH対応策の基本的な留意事項を整理する。 
 ただ、REACH規則への対応スタンスはその企業にとって欧州ビジネスが占める位置づけや内

容によって変わる。欧州に製造拠点も支社も販売代理店も設置しておらず、さらに日本から欧州

向けの自社製品輸出もなく、今後それが発生する可能性もないという企業であればREACH規則

をはじめとする欧州化学品関連規制に対する懸念はほとんど持つ必要はないことになる。 
 しかし、現実にはそういった企業が存在したとしても非常に例外的なケースであると考えられ

ることから、ここでは欧州とのビジネスが恒常的に存在している機械メーカーという前提で想定

される留意点を整理していく。 
 
 
２-１．欧州での自社製品供給形態 

 
 まず確認されるべき問題は自社が欧州とどういった形で自社製品を製造あるいは販売している

かという、欧州ビジネスの形態である。欧州ビジネスの内容しだいでは、前項で触れた「自社製

品がREACH登録・届出に該当するかどうか」といった問題以上に、「どんなものを原材料として

仕入れて(輸入して)いるか」が重要なポイントになる。 
 そこで、欧州ビジネスの形態をREACH規則への対応準備の必要性の高さ、言い換えれば「潜

在的REACHリスク」の高さで大きく3つに分類すると、下表のように整理できる。 
 

REACH規則への対応必要性分類 

 欧州ビジネスの形態 

ケース１ EU域内に現地生産工場を持ち、EU域内調達はもちろん日本その他EU域外から

も化学品(物質・調剤)や部品（成形品）を原材料として輸入し、製造加工を行っ

ている。 
ケース２ EU域内の生産拠点での仕入れは基本的に成形品のみであり、(主に日本から)輸

入した部材や準完成品の組み立て・アセンブリーが中心。 
ケース３ EU域内には販売拠点・販売代理店のみ設置し、日本からの完成品輸入と販売の

み行っている。 
  
 EU域内にある拠点が「原材料の調達・加工から最終製品化」まで行っている（ケース1）か、

「完成品の輸入・販売のみ」（ケース3）か、という違いはREACH規則との関わりに大きく影響

する。前項で述べたように、機械メーカーあるいは部品メーカーであれば製造した商品は例外的

なもの以外はすべて成形品であるとみなせるが、ここでは欧州の拠点が製造機能を持っているか

どうか、あるいは原材料として欧州に何を輸入しているかが問題になる。 
 REACH規則においては欧州化学品庁に対する登録や届出の義務はすべて欧州側の「製造者・
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輸入業者（または代理者）」が負う。従って、欧州の拠点が製造加工の機能を持ち、原材料として

化学物質あるいは調剤等を欧州域内に輸入している「ケース1」の場合、その化学物質（あるい

は調剤中の物質）が1t/年を超えていれば、2010年11月末までに登録されていなければならない。

従って、欧州の製造拠点は自社で使っている化学物質や調剤等の仕入れに際して、それらの登録

がすでになされているかを確認し、未登録の場合は自社、もしくは輸入業者、代理者（非EU製造

者の代理者）等によって登録されなければならないことになる。3つのケースの中では最も

REACH対応の難易度が高い事業形態といえる。 
 
 一方、ケース3のような場合であれば、化学物質や調剤の輸入に関して考慮する必要は基本的

にはないことから、完成品の機械（成形品）において意図的放出の有無、SVHC含有の有無など

が確認すべきポイントとなる。含有成分チェックなどはメーカーである日本本社サイドの管轄事

項となろうが、欧州化学品庁に対する登録や届出などは輸入側に義務が生じるため、原則として

欧州販売拠点側で対応しなければならないと考えておく必要がある。 
 
 ケース2はこの両者の中間的な場合である。調達した部品（成形品）の組立て・アセンブリー

などが中心であれば、基本的にはケース3と同様であると考えることができるが、アセンブリー

に際してたとえば塗装などのような調剤系の物質を新たに付加する工程の有無を確認しておく必

要がある。もしそういった工程があった場合、その調剤系物質の成分情報確認などはもちろん、

もしそこにSVHC物質が含まれていた場合、その量が最終的に完成した機械に対して0.1wt%を超

えるかどうかといった細かいチェックも行う必要がある。そういった意味では純粋な販売機能だ

けのケース3に比べて組立て・アセンブリーなどは「潜在的REACH対応リスク」は高いと考えて

おくべきであろう。 
  
 
２-２．自社製品の現状把握 

 
1）製品に使用している化学物質の内容と量の把握 

 機械産業から生み出される製品は極めて多岐にわたり、その用途、さらに製品そのものの規模・

重量などの差も非常に大きい。従って、本来は個々の製品個別のチェックが必要であるが、ここ

では現在のREACHに関する情報を元に、機械製品=成形品であるという前提に立ち、おおむね共

通する可能性が大きいと考えられる主要なポイントを整理した。 
 
①その製品（成形品）から物質の意図的放出があるか？ 

 成形品がREACHにおいてどう扱われるかの重要なポイントの一つが、この「物質の意図的放

出の有無」である。意図的放出の定義が抽象的であることから、製品によってはその定義にあて

はまるかどうかが判断しづらいケースもあり得るが、疑わしい製品に関しては現状では意図的放

出があるとみなして準備しておくことが望ましい。 
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 たとえばインクを放出することが機械の機能に不可欠である印刷機、あるいは各種の噴霧装置

などは「意図的放出」に該当する典型的な機械といえる。 
 
②その製品にSVHC物質が含有されているか？その量は？ 

 SVHC物質のリストの全容がまだ明らかになっていない状態では厳密なチェックは不可能であ

るが、有害重金属などのように明らかに有害物質であるといったものの含有の有無、およびその

量のチェック、さらに有害物質の代替が可能かどうかといった検討は早めに進めておく必要があ

る。また、SVHC物質対象物質になる可能性が高い有害物質が含まれている製品の場合、その含

有量が製品の0.1wt%を超えるかどうかの量的チェックも重要となる。 
 
③SVHC物質含有量の考え方 

 成形品に含まれるSVHC物質の欧州化学品庁への届出が必要な条件は原則として「0.1wt%を超

え、しかも年間1tを超える」場合である。 
 たとえば、重量100kgの装置にSVHCが1wt%含まれているとすれば上記の最初の条件には該当

するが、その装置の欧州への輸出量が年間100台程度しかないとすれば、トータルのSVHC量は

100kg/年であり、1t/年を下回る。 
 こういった場合、届出は必要ないが販売業者等、当該製品受領者への情報伝達義務があるとさ

れるほか、消費者からの要求があれば、その要求から45日以内に当該物質に関する情報を提供し

なければならないとされている。従って、含有量が0.1wt%を超えている場合は、その製品の欧州

向け輸出量が少ないとしても、その物質に関する情報を要求される可能性があること、要求され

た場合には提供する義務があることを念頭においておく必要がある。 
 
④金属素材に関する考え方 

 機械製品の多くには金属が用いられるが、REACHにおいては基本的に金属であっても化学物

質の一つとみなされ、合金の場合などは「調剤」として扱われる。機械メーカーの場合、こうい

った金属材料そのものを生産することはないと考えられるが、たとえば成形品としてある合金素

材を使用する場合、その合金の成分金属が1t/年以上を超えるかどうか、あるいはその成分金属の

登録がすでになされているかといった点については注意する必要がある。 
 
 

意図的放出の定義①：放出が使用に不可欠で、逆に物質の放出がなければそのアーティクルが

十分に機能しないこと 
意図的放出の定義②：放出がアーティクルの品質もしくは副次的機能の向上に寄与し、あるい

は最終的な使用におけるアーティクルの機能に直接的に関連しないが新

たな価値を与える場合
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2）付帯・後続して発生する調剤系商品の内容把握 

 すでに述べたように、機械メーカー、あるいは部品メーカーであればその製品は基本的にすべ

て「成形品」であり、対欧州輸出という観点で考えれば化学物質や調剤を自社製品として輸出す

ることは少数のケースに限られる。 
 ただ、少数の事業ウェイト上はきわめて小さい比率であっても化学物質や調剤を自社製品とし

て輸出する可能性があることは踏まえておく必要がある。 
 機械メーカーの特徴として、機械本体納入後に修理・メンテナンスやアフターケアなどの局面

でさまざまな後続的取引が発生することが挙げられる。多くの場合、こういった後続的取引の内

容も機械ないしその部品であると考えられ、これらについても扱いとしては成形品になる。 
 しかし、場合によっては成形品だけではなく薬剤系の商品が取引対象になることがあることを

考慮する必要がある。たとえばボイラや水処理装置などのユーザーが用いるさまざまな水処理剤

や洗浄剤、清缶剤等々の薬品類、あるいは装置の補修やメンテナンスに必要な特殊な接着剤や塗

料、潤滑油などが考えられる。 
 これらの薬剤系商品取引は機械本体の納入後も継続的に発生するものであり、たとえばボイラ

水処理用の薬品がボイラメーカー自身の製造物でないとしても、「ボイラメーカー純正品」といっ

た形で、そのメーカーのブランドで日本から欧州ユーザーに供給されるケースもあり得る。こう

いった薬剤類はREACH規則に照らした場合、あきらかに「成形品」ではなく「調剤」として扱

われると考えなければならない。 
 
 成形品の場合は意図的な放出物質がなく、しかもSVHC物質が含有されておらず量も1tに満た

ないなどの条件にあてはまれば登録・届出等の必要はないが、調剤の場合は「化学物質」と扱い

がほとんど同じになる。従って、調剤中の物質が年間1tを超える場合はそれが有害であるかどう

かを問わず、2010年11月末までの欧州化学品庁への登録が必要になる。 
 日本の機械メーカーがこれら薬品を欧州のアフターサービス代理店等に供給すれば、その代理

店あるいは輸入業者などに登録義務が生じることになり、その義務を果たすため、輸入業者はサ

プライヤである機械メーカーにその薬品(調剤)の成分情報や安全性情報などを求めることになる。

したがって、機械メーカー側はそれに対応できるだけの情報を用意しなければならない。仮にそ

の薬品が自社生産物ではなく外注品であるとしたら、その薬品製造外注先に情報を要求し、用意

しておく必要がある。REACHでの登録においては有害性情報や用途情報などのほかにハザード

評価・リスク評価などが必要となるため、それらの情報を整備するのはかなりの手間とコストが

かかるのは避けられない。 
  
 このように、機械すなわち成形品の納品後に継続的に発生するアフターサービスやメンテナン

スでは、量的には小さいウェイトとはいえ機械メーカーが「調剤サプライヤ」としての側面を持

つ可能性があることは留意しておくべきポイントの一つであり、そういった調剤系商品が自社事

業に存在している機械メーカーは、その内容を十分確認しておく必要がある。 
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平成18年度 EU環境規制調査検討専門部会報告書（Ⅱ） サマリー 

 
１．調査の目的 

 
REACH規則、RoHS指令、WEEE指令、さらにはEuP指令（環境配慮設計）など、EU加盟国

で機械製品に係わる政策・規制がここ数年急速に強化されている。こういった動きは機械製品輸

出企業のみならず、サプライチェーンでつながる部品、部材メーカーまで大きな影響が及ぶが、

特にREACH規則についてはその対象範囲の広さや内容の複雑さに加え、2006年度中にも欧州議

会での採択、来年度早々の施行が予想されることから、機械産業としてもその最新動向把握と影

響評価が重要である。 
このような現状認識のもと、本調査では平成17年度に実施されたEU環境規制調査検討専門部

会報告書（Ⅰ）も踏まえつつ、特に影響が大きいと考えられるREACH規則を中心に、欧州環境

規制の最新動向や将来見通し等を整理し、さらに機械産業としての留意点を抽出する。 
 
 
２．調査活動の経緯 

 
今年度調査においては特にREACH規則に焦点をあて、その内容の詳細、議会での採択状況や

対象物質発表の動向などの最新情報を収集し、さらに国内外での対応取り組み状況等についても

調査を行った。 
具体的には各種文献やWeb調査等による最新動向の把握・整理とともに、国内の代表的な業界

団体、さらに個別企業の化学品リスク管理セクション担当者等へのヒアリングを実施し、前年度

よりさらに実践的な情報収集に努めた。 
 
 
３．調査結果の概要 

 

(1) REACH規則の概要と最新動向 

 
REACH 規 則 は 正 式 に は 「 Registration,Evaluation,Authorization (and Restriction) of 

Chemicals：化学物質の登録・評価・認可（および制限）に関する規則」であり、日本では「欧

州新化学品規則」などと表記される場合もあるが、すでにREACH規則という略称がもっとも普

及しているため、本調査報告書においてもそれを踏襲する。 
 RoHS、WEEEなどの環境規制は「指令：Directive」であり、通常はEU加盟国での法制化準備

のために18ヶ月程度の準備期間が置かれ、その内容についても細かい部分は加盟国の裁量にまか

されるのに対し、REACHの場合は「規則：Regulation」であることから全加盟国にそのままの

形で適用されることになるため、指令に比べて強制力・拘束力が強い。 
 制度そのものはその名称が示す通り、既存物質・新規物質の区別なく、EU域内で化学物質を製
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造・輸入する場合、その量とリスクレベルに応じて登録、リスク評価、高懸念物質については認

可、さらにリスクの高い物質については禁止等の制限を設けるというものであり、その大枠を整

理すると以下のようになる。 
 

プロセス 概 要 期限・時期等 

登録 

届出 

物質・調剤：1企業につき1t/年以上の化学物質を製造また

は輸入している企業は当該化学物質について欧州化学品庁

の中央DBに登録必要。 
成形品：1企業につき成形品中のSVHC物質が1t/年を超える

場合は登録必要。成形品にSVHCが0.1wt％を超える濃度の

場合は届出必要。 

登録期限 
 1 ～  10 t/年：11年
10 ～ 100 t/年：11年

100 ～1000 t/年： 6年
1000 t/年超： 3年

 

評価 

高懸念物質※から優先的に化学品庁が登録書類を評価。 
（※SVHCで曝露があり、100 t/年を超えるもの） 
必要な場合、化学品庁は登録者に追加情報を要求できる。

規則発効後18ヶ月後の正

式登録から評価開始？ 

 

認可 

CMR、PBT等々高いリスク物質については用途ごとに認可

制に（原則は禁止）。対象物質は付属書XIVに記載される予

定で、約1500物質程度と予想されている。 

対象物質は2年以内に化

学品庁が決定 

 

制限 対象物質は条件を遵守しない限り製造・使用・上市を禁止。 規則発効後、即時 
 

REACHの策定は2001年2月に欧州委員会が発表した「将来の化学物質政策のための戦略白書」

の提言にさかのぼり、同年6月の閣僚理事会、11月の欧州議会での可決をうけて欧州委員会が規

則案の作成に着手した。 
2003年10月の欧州委員会でこの規則案が採択され、欧州議会に提出された法案は2005年11月

の第一読会において採択され、2006年の12月開催とされる第二読会に諮られた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 この第二読会を経て閣僚理事会で最終的な検討に入り、承認されればそのまま2007年に

REACH規則が施行されるはこびとなる。仮に閣僚理事会で非承認だった場合は欧州委員会によ

る調停というプロセスを経ることになっていたが、実際には2006年12月13日の欧州議会で

欧州議会 

欧州委員会 

閣僚理事会 

2005年11月 
本議会採択 

（第一読会） 

2006年12月 

第二読会 

理事会検討 
承認 

非承認 

調停 

2007.6.1

Ｒ
Ｅ
Ａ
Ｃ
Ｈ
施
行 



－57－ 

REACH規則は「賛成529、反対98、棄権24」で、結果的には圧倒的多数の賛成で採択された。 
 
 欧州議会採択によってREACHの発効は正式に決定し、当初の予定では「2007年春」とされて

いた発効予定日も今回「2007年6月1日」で明確化された。 
 2006年12月30日にはREACH規則の最終版文書がEUのサイトで公開されたが、これは全体で

849ページに及ぶ膨大な文書であり、全容の理解は容易ではない。 
 また、これが「最終版文書」とされてはいるものの、SVHC物質リストなどについてはまだ全

容が公表されておらず、また、経済産業省の機能性化学品室が2007年1月に作成した資料の中に

は、欧州委員会が化学物質・調剤と成形品との区別についてガイダンスが作成中であるとも書か

れている。 
化学物質・調剤と成形品の区別などは、REACH規則の最も基本的な部分に属する問題である

が、こういった基本的な部分に関してもまだガイドラインが新たに用意されるような状態である

とすると、最終文書が公表されたとはいえ、依然として不確定要素がかなり残っていると考えな

ければならない。 
 
 
(2) 我が国産業界の対応状況 

 
1）JGPSSI（グリーン調達調査共通化協議会） 

公的な法整備と並んで、我が国では産業界による自主的な化学物質管理の取組みも進んでおり、

その代表的な事例としてグリーン調達調査共通化協議会（以下 JGPSSI： Japan Green 
Procurement Survey Standardization Initiative）が挙げられる。 

組織の目的は電子情報部品・材料の化学物質調査・回答に関し、サプライチェーンを貫通して

共通したフォーマットを作成することであり、すでに2002年にトライアル版、2003年には改訂版

の「グリーン調達ガイドライン」を発表し、調査対象29物質や共通回答フォーマット等を会員企

業以外も含めて広く利用を呼びかけている。 
なお、当初JGPSSIが作成したガイドラインでは管理対象物質には29が指定されていたが、JIG

ではそのうち5つが削除されて24種類となっており、現在の対象物質とその閾値の一覧は以下の

通りである。 
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JIG別表A：調査対象化学物質リスト(レベルA) 
物質群分類 

No.(JGPSSI） 材料/化学物質群 閾値レベル 

C01 アスベスト類 意図的添加 
C02 一部のアゾ染料・顔料 意図的添加(適用については 

76/769/EEC指令を参照) 
A05 カドミウム/カドミウム化合物 75ppmまたは意図的添加 
A07 六価クロム/六価クロム化合物 1000ppmまたは意図的添加 
A09 鉛/鉛化合物 1000ppmまたは意図的添加 

3000ppm（塩化ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙのみ） 
A10 水銀/水銀化合物 1000ppmまたは意図的添加 
C04 オゾン層破壊物質 

（CFCs、HCFCs、HBFCs、四塩化炭素等）
クラスⅠ：意図的添加 
クラスⅡ、HCFs：1000ppm 

B02 ポリ臭化ビフェニル類（PBB類） 1000ppmまたは意図的添加 
B03 ポリ臭化ジフェニルエーテル類（PBDE類） 1000ppmまたは意図的添加 
B05 ポリ塩化ビフェニル類（PCB類） 意図的添加 
B06 ポリ塩化ﾅﾌﾀﾚﾝ（塩素原子数が3つ以上） 意図的添加 
C06 放射性物質 意図的添加 
B09 一部の短鎖型塩化パラフィン（※） 意図的添加 
A18 ﾄﾘﾌﾞﾁﾙｽｽﾞ（TBT）、ﾄﾘﾌｪﾆﾙｽｽﾞ（TPT） 意図的添加 
A17 酸化トリブチルスズ（TBTO） 意図的添加 

 
 
2）JAMP（アーティクルマネジメント推進協議会） 

2006年9月に設立されたばかりのアーティクルマネジメント協議会（以下JAMP:Japan Article 
Management Promotion-consortium）はその名が示すとおり、アーティクル（成形品）が含有

する化学物質情報をサプライチェーン間で適切な流通・管理するための仕組みづくりを目的とし

た組織であり、現在のところ事務局は（社）産業環境管理協会内に置かれている。 
 REACHのように、簡易な化学物質分析では知りえないような含有物質に関する膨大な情報伝

達等を求める規制に対応していくためには、調剤の組成を正しく知り得る川上の化学メーカーか

ら川下のセットメーカーに対して情報を伝達することが不可欠となる。この考え方に沿って、

MSDSという調剤情報を受け取り、AISという形で情報伝達をスムーズに伝達する情報システム

の整備を目的として設立されたのがJAMPである。 
 川上、すなわち素材メーカーには化管法によって定められたMSDSという物質情報提供のシス

テムがあり、川下である電気・電子部品のセットメーカーにはJIG、自動車メーカーにはGADSL
という、サプライヤに対する物質情報を要求するシステムが既に存在する中で、中間にあたる部

品メーカーや加工業などの中小企業がサプライチェーン全体にきちんと包含されるとともに、川

上から川下への正確で迅速かつ経済的な化学物質情報伝達の仕組みを作る取組みがJAMPである

といえる。 
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3）JAMA（日本自動車工業会）データシート 

 JAMAデータシート（あるいはJAMAフォーマット、自工会統一フォーマットなどと呼ばれる）

は自動車業界を構成する完成車メーカー・部品メーカー・素材メーカー等々のサプライチェーン

間で化学物質情報をやりとりするための共通データフォーマットであり、その意味では「自動車

業界版JIG」に近いものがあると言える。 
 JAMAデータシートを電気・電子業界のJIGなどと比較した場合、大きな違いとして挙げられ

るのは対象とする化学物質範囲の広さである。対象化学物質の範囲はJIGが24だったのに対し、

JAMAデータシートはGADSLに準拠しているため、対象化学物質群の数だけで87、化合物の数

でみれば約2,500にのぼり、その数は電気・電子業界にくらべて圧倒的に多い。これは、両業界そ

れぞれが化学物質の購入と設計現場での取り扱いを考慮したデータベースを構成し、最適化する

上で生じた差であるといえる。 
 
 
(3) 機械産業としてのREACH対応上の留意点整理 

 
1）欧州での自社製品供給形態 

まず確認されるべき問題は自社が欧州とどういった形で自社製品を製造あるいは販売している

かという、欧州ビジネスの形態である。欧州ビジネスの内容しだいでは、前項で触れた「自社製

品がREACH登録・届出に該当するかどうか」といった問題以上に、「どんなものを原材料として

仕入れて(輸入して)いるか」が重要なポイントになる。 
そこで、欧州ビジネスの形態をREACH規則への対応準備の必要性の高さ、言い換えれば「潜

在的REACHリスク」の高さで大きく3つに分類すると、下表のように整理できる。 
 
 REACH規則への対応必要性分類 

 欧州ビジネスの形態 
ケース1 EU域内に現地生産工場を持ち、EU域内調達はもちろん日本その他EU域外か

らも化学品(物質・調剤)や部品（成形品）を原材料として輸入し、製造加工を

行っている。 
ケース2 EU域内の生産拠点での仕入れは基本的に成形品のみであり、(主に日本から)

輸入した部材や準完成品の組み立て・アセンブリーが中心。 
ケース3 EU域内には販売拠点・販売代理店のみ設置し、日本からの完成品輸入と販売

のみ行っている。 
  

REACH規則においては欧州化学品庁に対する登録や届出の義務はすべて欧州側の「製造者・

輸入業者（または代理者）」が負う。従って、欧州の拠点が製造加工の機能を持ち、原材料として

化学物質あるいは調剤等を欧州域内に輸入している「ケース1」の場合、その化学物質（あるい

は調剤中の物質）が1t/年を超えていれば、2010年11月末までに登録されていなければならない。

従って、欧州の製造拠点は自社で使っている化学物質や調剤等の仕入れに際して、それらの登録

がすでになされているかを確認し、未登録の場合は自社、もしくは輸入業者、代理者（非EU製造
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者の代理者）等によって登録されなければならないことになる。3つのケースの中では最も

REACH対応の難易度が高い事業形態といえる。 
 
 
2）自社製品の現状把握 

機械産業から生み出される製品は極めて多岐にわたり、その用途、さらに製品そのものの規模・

重量などの差も非常に大きい。従って、本来は個々の製品個別のチェックが必要であるが、ここ

では現在のREACHに関する情報を元に、機械製品=成形品であるという前提に立ち、おおむね共

通する可能性が大きいと考えられる主要なポイントを整理した。 
 

①その製品（成形品）から物質の意図的放出があるか？ 

成形品がREACHにおいてどう扱われるかの重要なポイントの一つが、この「物質の意図的放

出の有無」である。意図的放出の定義が抽象的であることから、製品によってはその定義にあて

はまるかどうかが判断しづらいケースもあり得るが、疑わしい製品に関しては現状では意図的放

出があるとみなして準備しておくことが望ましい。 
 

②その製品にSVHC物質が含有されているか？その量は？ 

SVHC物質のリストの全容がまだ明らかになっていない状態では厳密なチェックは不可能であ

るが、有害重金属などのように明らかに有害物質であるといったものの含有の有無、およびその

量のチェック、さらに有害物質の代替が可能かどうかといった検討は早めに進めておく必要があ

る。また、SVHC物質対象物質になる可能性が高い有害物質が含まれている製品の場合、その含

有量が製品の0.1wt%を超えるかどうかの量的チェックも重要となる。 
 

③SVHC物質含有量の考え方 

成形品に含まれるSVHC物質の欧州化学品庁への届出が必要な条件は原則として「0.1wt%を超

え、しかも年間1tを超える」場合である。 
たとえば、重量100kgの装置にSVHCが1wt%含まれているとすれば上記の最初の条件には該当

するが、その装置の欧州への輸出量が年間100台程度しかないとすれば、トータルのSVHC量は

100kg/年であり、1t/年を下回る。 
こういった場合は届出は必要ないが、販売業者等、当該製品受領者への情報伝達義務があると

されるほか、消費者からの要求があれば、その要求から45日以内に当該物質に関する情報を提供

しなければならないとされている。従って、含有量が0.1wt%を超えている場合は、その製品の欧

州向け輸出量が少ないとしても、その物質に関する情報を要求される可能性があること、要求さ

れた場合には提供する義務があることを念頭においておく必要がある。 
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④金属素材に関する考え方 

機械製品の多くには金属が用いられるが、REACHにおいては基本的に金属であっても化学物

質の一つとみなされ、合金の場合などは「調剤」として扱われる。機械メーカーの場合、こうい

った金属材料そのものを生産することはないと考えられるが、たとえば成形品としてある合金素

材を使用する場合、その合金の成分金属が1t/年以上を超えるかどうか、あるいはその成分金属の

登録がすでになされているかといった点については注意する必要がある。 
 
 

主要関連情報サイトURL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１. 外務省 REACH情報関連サイト  
             http://210.163.22.165/mofaj/area/eu/reach_0602.html
２. 欧州議会サイト（英語）   
          http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_en.htm 
３. 欧州委員会 REACH情報関連サイト 
       http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm 
４. 欧州化学品庁インフォーメーションサイト http://www.hel2.fi/eca/eca.html 

５. JGPSSI（グリーン調達調査共通化協議会）   
             http://210.254.215.73/jeita_eps/green/greenTOP.html
６. JAMP（アーティクルマネジメント推進協議会） http://www.jamp-info.com/

７.  日本自動車工業会 http://www.jama.or.jp/ 

８. 電子部品環境情報検索 http://www.green-components.com/eiparts_p/Login 
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