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序 

 

日本企業にとって EU の重要性はその市場にあるだけではなく、EU で決めら

れた規制・制度等が単に EU 域内に適用されるだけではなく、世界の他の地域

にも波及しやすく、企業活動に大きな影響を与えることにもあると言われます。

特にそうしたことが著しい分野として、環境規制、標準化（規格策定）の分野

が挙げられます。環境規制においては、EU で策定された「電子電気機器の特定

有害化学物質の使用制限に関する指令（RoHS）」と類似の規制をアジア諸国、

米国カリフォルニア州等で導入する動きがあり、今後は REACH（新化学品規

制）、EuP（エコデザイン指令）といった規制が同様に世界的な規模でインパ

クトを持つことが想定されます。また、基準認証政策・標準化の分野では、EU
では「ニューアプローチ」と呼ばれる考えの下で、技術基準を用いる指令の整

備を 1980 年代半ばより行ってきていますが、その後、他地域においても同様な

考え方が活用されてきています。また、国際規格を定める ISO/IEC 等の場で、

欧州勢が大きな影響力を保持していることはよく知られています。こうした基

準認証の世界においても大きな影響力を持つ EU においては、その基準認証政

策の根幹をなしてきた「ニューアプローチ」の見直し作業が本年より開始され

る予定となっており、この見直しにより日本企業も対応を求められることが想

定されます。 
本報告書は、日本貿易振興機構に委託し、欧州における制度・規制が世界の

他の地域にも波及する傾向が強く、日本企業にも大きな影響を与えることが予

見される環境規制と基準認証政策に関し、具体的には①欧州の EuP 指令（エコ

デザイン指令）、②REACH（欧州新化学品規制）、③ニューアプローチの見直

しについて、欧州の規制動向及びそれによる日本企業への影響について調査を

行いました。 
各位の事業活動の参考として頂きたく、ご高覧に供する次第です。 

 

平成 19 年 3 月 

                    社団法人 日本機械工業連合会 

                                            会 長  金 井   務 
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１．エコデザイン要件に関する枠組み指令（エコデザイン指令） 

 

１－１．エコデザイン指令の概要 

 

（１）背景 

 

「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（2005/32/EC）」1（以下、「エコデザイン指令」とする）には大きく２つの目的がある。 

 

１つは、エネルギー消費型製品で加盟国に共通のエコデザイン要件を導入することにより、

当該製品分野におけるＥＵ域内市場の確立や機能が阻害される可能性を回避することである。

加盟国で異なる法律や要件が課されれば、ＥＵ域内貿易の障害となって市場競争を歪めるこ

ととなりかねない。 

 

もう１つは、製品のエネルギー効率と環境保護の水準を向上させることによって、究極にはＥ

Ｕの環境分野の大目標である「持続可能な発展」に貢献すると同時に、ＥＵで近年問題となっ

ているエネルギー供給確保を改善することを目指している。 

 

特に、エネルギー消費型製品の製造、流通、使用、使用済み製品の廃棄管理は、エネルギ

ーやその他の資源・マテリアルの消費、廃棄物の産出、環境に有害な物質の排出など、さまざ

まな環境への影響と関連付けられ、エネルギー消費型製品が環境に及ぼす影響は大きい。

製品が及ぼす環境影響の８割以上は製品設計の段階で決まると推定されるが、ＥＵにおける

天然資源とエネルギー消費の多くがエネルギー消費型製品によるものである。また、ＥＵ市場

で販売されているほとんどの製品カテゴリーでは、同じ機能を有する製品であっても製品によ

って環境影響の度合いに大きなばらつきがあるとされる。 

 

このような背景から、設計の初期段階において体系的に環境面を考慮することにより製品の

環境パフォーマンスを、ライフサイクル全体を通して向上させようとするのがエコデザインである。

製品のエネルギー消費を低減させるための方法としては、ユーザーの使用に対する態度以外

に、（１）実際のエネルギー使用量について消費者の認識を高めるためにラベル表示を活用し

て購入の意思決定に影響を及ぼす（家電製品のラベル表示制度など）、（２）製品設計の初期

段階から製品にエネルギー効率要件を課す、という２つの補足的な方法があると欧州委員会

は考えている。 

                                            
1  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） 
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なお、エコデザイン指令は、以上の２つの目的に加え、「より良い規制（Better Regulation）」

の観点から、効率的な意思決定、諮問プロセスの充実、自主規制の３点を念頭に置いたものと

なっている。 

 

 

（２）指令採択までの経緯 

 

上述した、「設計の初期段階において体系的に環境面を考慮することにより製品の環境パ

フォーマンスをライフサイクル全体を通して向上させる」、「製品設計の初期段階から製品にエ

ネルギー効率要件を課す」、といった考え方は、欧州委員会が 1998 年頃から検討を進めてい

た統合製品政策（IPP：Integrated Products Policy）の原則を踏まえたものである。IPPとは、あら

ゆる製品は、製造から使用、廃棄までのライフサイクルのすべての段階において何らかの形で

環境を後退させるという考えから、ライフサイクルの全段階を検討し、 も効果的な部分でアク

ションを取って環境負荷を 小化しようとする概念である。 

 

欧州委員会は、加盟国の現状調査やステークホルダーへの諮問を経て 2001 年２月に発表

したグリーンペーパー2で IPP 政策と具体的措置を模索した。グリーンペーパーでは、IPP は多

くの製品や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を作るべきであると提案された。

また、製品が市場に出されてからでは環境への影響を低減させることは難しいことから、環境

に配慮した製品を設計すること（エコデザイン）の重要性が指摘された。エコデザインを改善さ

せる方法として、以下の４点が挙げられた。 

 

• 製品ライフサイクル情報の生成とフローの改善 

• エコデザインのガイドライン作成を奨励 

• 規格標準化のプロセスに環境への配慮を統合 

• 包装指令や廃電気・電子機器（WEEE）指令3（当時は検討中）などの製品別規制の見

直し 

 

欧州委員会はその後、産業界等のステークホルダーへの諮問などを重ね、2003 年６月に

                                            
2  "Green Paper on Integrated Product Policy Brussels, COM(2001) 68 final", Commission of the European 

Communities (07.02.2001)

（http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0068en01.pdf） 
3  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) 
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「IPP 実施のための戦略に関する通達文書4」を発表した。通達では、IPP 実施のアプローチと

して次の２点を提案した。 

 

 環境マネジメントシステムやエコラベルなど、ＥＵに既存のツール（「IPP ツールボック

ス」）を、より製品に焦点を当てたものに改善する。 

 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。 

 

IPP ツールボックスは、あらゆる製品のライフサイクルの全段階に効果的に適用できる単一

の政策ツールは存在しないという考えから、以下のような既存の複数のツールを混合して適用

しようとするものであり、エコデザインは IPP ツールボックスを構成する１要素を成している。 

 

 国家補助（ＥＵレベルで国家補助ルールがある） 

 自主協定（乗用車の CO2 排気に関する協定など） 

 標準規格への環境面の取り込み 

 環境管理システム（EMAS） 

 エコデザイン（エネルギー多消費型製品のエコデザイン要件等） 

 環境ラベル（ＥＵエコラベルおよび家電製品等に対するエネルギー・ラベル要件） 

 政府グリーン調達 

 環境技術（環境技術アクションプラン） 

 法規制（廃棄物関連、化学品規制 REACH） 

 

エコデザイン指令もこのような IPP 政策と深く関連付けられ、WEEE 指令や「電化製品への

有害物質使用制限指令（RoHS）指令」5、「家電製品のエネルギー効率ラベル指令」6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。 

 

以下では、エコデザイン指令の概要と指令実施措置の準備状況などをまとめるとともに、今

後の我が国産業への影響や我が国産業界が留意すべき点等を分析する。 

 

 

                                            
4  "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)  

（http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2003/com2003_0302en01.pdf） 
5  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） 
6  Council Directive 92/75/EEC of 22 September 1992 on the indication by labelling and standard product 

information of the consumption of energy and other resources by household appliances (OJ L 297, 13.10.1992) 
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（３）エコデザイン指令の概要 

 

① 指令実施の流れ 

 

エコデザイン指令は 2003 年８月に欧州委員会によって提案され、2005 年７月の欧州議会

および理事会による採択を受けて、2005 年８月 11 日に発効した（表 1 参照）。加盟国は、

2007 年８月 11 日以前に、エコデザイン指令を国内法として整備することが求められている。エ

コデザイン指令は枠組み指令であり、実施措置（IMs：Implementation Measures）は製品グル

ープ別に規定される。2006 年から製品グループ別の事前研究調査が実施されており、その結

果を基に、具体的な実施措置が提案、決定、実施される計画で推進されている。事前研究調査

の実施状況は、後述「③実施措置の概要と指令の対象」および「１－３．事前調査研究の現状」

に詳述するが、現時点では2008 年上半期に最初の実施措置が導入される予定となっている。 

 

表 1： これまでのエコデザイン指令の実施状況と今後の予定 

年月 活動内容 実施者 

2003 年 ８月 指令の提案 欧州委員会 

2004 年 ６月 指令草案に合意 加盟国 

2005 年 ７月 指令採択 理事会・欧州議会 

～2007 年 6 月末 作業計画準備のための

調査報告書発表 

欧州委員会（調査は外部委託） 

～2007 年７月６日 作業計画の作成 欧州委員会 

～2007 年８月 11 日 指令の国内法整備 加盟国 

2006～2007 年 事前調査研究の実施 各研究調査委託先機関 

2007～2008 年 実施措置の提案※ 諮問フォーラム（初回会合 2007 年６月 22 日） 

2007～2008 年 実施措置の決定 規制委員会 

2008 年上半期 最初の実施措置の導入 欧州委員会・加盟国 
※ 冷蔵庫、照明器具安定器、ボイラーに関する既存の指令はエコデザイン指令の下、実施措置とな

り、新たに実施措置が決められる。 

出所： “The Eco-design of Energy Using Products (EuP) - 

Framework Directive Stakeholder Forum (28th February 2007)”（プレゼンテーション資料）, 

Market Transformation Programme および欧州委員会情報を基に EBS 作成 

 

欧州委員会が個々の実施措置を策定していくに当たっては、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。諮問フォーラムについては詳細を次項②に記

述することとする。 

 

また、諮問フォーラムとは別に、規制委員会（Regulatory Committee）が 2007 年中に設置さ

れる。実施措置の最終的な決定は欧州委員会が行うものだが、この意思決定で欧州委員会
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は規制委員会の見解を基に実施措置を採択することになる。規制委員会は加盟国代表者に

加え、加盟候補国など関連国のオブザーバーも参加する。 

 

指令実施の過程の中で、欧州委員会は 2007 年７月６日までに、「作業計画（Working 

Plan）」を策定することが指令第 16 条で規定されている。作業計画は、今後３年間について優

先的に実施措置を採用する見込みのある製品グループの目安としてのリストを含むものとなる。

作業計画は欧州委員会が諮問フォーラムの助言を得て定期的に更新されるもので、欧州委

員会は、初回の作業計画の作成に向けて、調査を外部委託している。この調査は、エコデザ

イン指令の実施に関して欧州委員会がすでに入手している情報や、実施措置の対象となる製

品ないし製品グループのうちどれに優先順位を置くべきかといった議論を総括するほか、ステ

ークホルダーの見解の初期段階での吸い上げや、ステークホルダーの認識向上の機会とする

ことを目的としている。この調査結果は 2007 年上半期中に発表される予定となっている。欧州

委員会から諮問フォーラムへの諮問は 2007 年５～６月となる模様。 

 

② 諮問フォーラム（Consultation Forum） 

 

ステークホルダーが指令実施に関して情報を入手し見解を出す場として、諮問フォーラムの

設置がエコデザイン指令第 18 条で決められている。諮問フォーラムの役割は、特に実施措置

の定義付けと見直し、市場監視のメカニズムの効果のモニタリング、指令の下で確立された自

主協定およびその他の自主規制の評価などに貢献することである。また、欧州委員会が作業

計画を定期的に更新する際にも助言を請うことになる。 

 

諮問フォーラムは最高 50 名のエキスパートをメンバーとして構成されることになっている。こ

れは、加盟国および加盟予定国の政府代表者各１名を含む数であり、現加盟 27 カ国にクロア

チア、トルコ、マケドニアを加えた計30カ国から30名が選出されることになる。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。残る 20 名は、欧州委員会

が適切と認めた業界団体、消費者団体、環境団体から選出されるが、指令第 18 条では、中小

企業やクラフト産業、小売業、輸入業者などから広くメンバーを募ることが明記されている。欧

州委員会によれば、メンバーは欧州からの参加に限られているが、例えば欧州情報通信技術

産 業 連 合 （ EICTA ： European Information & Communications Technology Industry 

Association）など域内の業界団体を通して欧州地域以外からの参加も余地がある。また、諮問

フォーラムのメンバーではない場合でも、欧州委員会に直接コンタクトを取るかウェブサイトか

ら見解を提示することが可能である。 

 

参加申請は 2006 年３月 31 日に締め切られており、欧州委員会はすでにメンバーを選出済

みであるが、2007 年３月中旬時点でまだ公表は行っていない。英国政府の情報によれば、諮
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問フォーラムの初回会合の日程は６月 22 日にブリュッセルで開催されることが確定していると

のことであるが、欧州委員会担当者への問い合わせでは、メンバーの公表はその後となる模

様である。 

 

 諮問フォーラムは実施措置を検討する場であるため、今後のエコデザイン指令の実施に大

きく影響を及ぼす立場にある。指令実施の動向を把握するためには、同フォーラムにおける協

議内容をウォッチすることが非常に重要となる。 

 

③ 実施措置の概要と指令の対象 

 

エコデザイン指令は、世帯、商業・サービス業、工業部門で使用されるあらゆるエネルギー

消費型製品（EuP）を対象に、エネルギー効率要件などのエコデザイン要件を設定するための

枠組みを確立するものである。先にも触れたとおり、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して要

件を定めるために、条件・基準など一般的な原則を定めた枠組み指令である。具体的な対象

製品や、エネルギー消費や廃棄物の発生、消費水量、寿命延長などの特定製品の環境面で

の基準、メーカー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措置（IMｓ）は、

欧州委員会が、指令のインパクトアセスメントや、産業界や環境 NGO など広範なステークホル

ダーへの諮問を実施して定めていく。欧州委員会は、設計サイクルで新たな要件を知っておく

必要があるメーカーに情報を提供するため、実施措置を定める法令において、将来的な（例

えば５年後の）要件についても可能な限り示すとしている。また、測定手法については、指令

実施に間に合うように、CEN/CENELEC ないしその他の適切な手段が開発されるようにすると

している。 

 

 第 15 条５では、実施措置は以下の基準を満たすものとしている。 

 

 ユーザーから見て製品の機能に重大な悪影響が出ない。 

 健康、安全、環境に悪影響を及ぼさない。 

 消費者に、特に製品の価格とライフサイクル・コストについて、重大な悪影響が出ない。 

 産業の競争力に大きな悪影響を及ぼさない。 

 原則的に、エコデザイン要件を設定することにより、メーカーに独自技術を科す結果とな

らないメーカーに過度の手続き上の負担がかからない。 

 

ａ）エネルギー消費型製品の定義 

 

エネルギー消費型製品は、指令第２条１において、以下のように定義されている。 
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『いったん上市され（また／あるいはサービスに付され）れば、意図されたとおりに機能する

ためにエネルギー（電力、石化燃料、および再生可能エネルギー源）の投入に依存する製品、

ないし、これらエネルギーの生産・移動・測定のための製品。後者には、エネルギーの投入に

依存し、本指令の適用対象であるエネルギー消費型製品に組み込まれることを意図して 終

使用者向けに個別の部品として上市され（また／あるいはサービスに付され）る部品で、その

環境パフォーマンスが独立して評価できるものを含む。』 

 

なお、上記の「サービスに付す（putting into the service）」とは、『当該製品の意図された目

的のために、ＥＵ域内の 終使用者によって初めてエネルギー消費型製品が使用されること』

と定義されている。 

 

ｂ）指令の対象となるエネルギー消費型製品 

 

原則的には、いかなるエネルギー消費型製品（輸送機器を除く）とエネルギー源もエコデザ

イン指令の適用対象となりえるが、指令第 15 条では、以下の３つの条件をすべて満たしている

エネルギー消費型製品だけを、実施措置ないし自主規制措置の対象とすると規定している。 

 

• ＥＵ域内での販売・貿易数量が大きい： 

目安として「年間 20 万ユニットを超える場合」とされている。 

• 上市された／サービスに付された数量を勘案して、ＥＵ域内の環境への影響が大きい： 

ここでいう環境影響とは、ＥＵの第６次環境行動計画（6EAP：6th Environmental Action 

Programme）7において戦略的優先分野に設定されている分野を指している8。 

• 過剰なコストをかけることなく環境への影響を顕著に改善できる可能性がある： 

これには、特に以下の２点を考慮するとしている。 

・ 他のＥＵ法による規制がないか、問題を適切に取り扱う市場力が欠落している。 

・ 同等の機能を持つエネルギー消費型製品が市場に出されており、その環境パフォー

マンスに大きな相違が見られる。 

                                            
7  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 日付け Official Journal L242, 10/9/2002） 

（http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2002/l_242/l_24220020910en00010015.pdf）  
8 6EAP では、「持続可能性（Sustainability）」をテーマとしており、４つの優先課題として「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」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」となってい

る。 
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また、上記以外に、製品性能、健康・安全性、消費者への影響、メーカーの競争力といった

その他の側面も考慮に入れられる。 

 

なお、エネルギー効率の 低基準要件に関する製品別指令で、製品使用中のエネルギー

効率に関して定めている場合については、これらの指令がエコデザイン指令の実施措置とみ

なされる。これには以下の３製品があり、エコデザイン指令の第 21 条において、当該指令への

改正とエコデザイン指令制定に当たっての調整が行われている。これら３指令の基本的な内

容はエコデザイン指令によって変更されることはなかったが、今後、変更がある場合について

は、エコデザイン指令の枠組みの意思決定メカニズムに沿って変更が行われることになる。 

 

• 温水ボイラー（指令 92/42/EEC9） 

• 電気冷蔵庫、冷凍庫、冷蔵冷凍庫（指令 96/57/EC 10） 

• 蛍光灯安定器（指令 2000/55/EC 11） 

 

また、エコデザイン指令第９条３には、「ＥＵ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づく要件を満たしている場合は、エコデザ

イン指令に基づく要件を遵守しているものとみなすことが規定されている。 

 

④ 一般エコデザイン要件の設定 

 

エコデザイン指令では、実施措置を定める際の環境面の一般要件を以下のように付則Ⅰ

（Annex I）パート１に定めている。製品の設計に関連して、以下の製品ライフサイクルの各段階

について、重要な環境の側面を特定する。 

 

• 原材料の選定と使用 

• 製造 

• 包装、輸送、流通 

• 製品の設置およびメンテナンス 

• 製品の使用 

• 使用済みの段階 

 

                                            
9  Council Directive 92/42/EEC of 21 May 1992 on efficiency requirements for new hot-water boilers fired with 

liquid or gaseous fuels (Official Journal L 167, 22.6.1992) 
10  Directive 96/57/EC of the European Parliament and of the Council of 3 September 1996 on energy efficiency 

requirements for household electric refrigerators, freezers and combinations thereof (Official Journal L 236, 

18.9.1996) 
11  Directive 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on energy 

efficiency requirements for ballasts for fluorescent lighting (Official Journal L 279, 1.11.2000) 
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以上の各段階において、以下の環境の側面について評価が行われる。 

 

• 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（WEEE 指令を勘案） 

 

 これらの５点の環境面を改善させる可能性を評価するため、特に以下のパラメーターが適宜

使用される。 

 

• 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の使用 

• 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 

• 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 
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• 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） 

 

図 1： エコデザイン指令の要素 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所： “The Eco-design “EuP” Directive - State of play and next steps”, European Commission 

（DG TREN D3 Mr Andras Toth による 2006 年９月 26 日プレゼンテーション資料） 

および Mr Toth へのヒアリング 
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■５～10 年：  製品グループの種類と技術の進歩度合いによるが、求められる段階的な到達するまで時間をかけ

て更改していく。 

■ダイナミックでありながら予測可能： 産業界にとって投資への明確さを提供しつつ、製品改善を促進 

（オープンな諮問プロセスにより、要件と何にどのように投資すべきか早期に感知できるように） 

■一貫性：  －常に 大限を維持（現在、エネルギー・ラベルのＡが将来的にはＤと分類されるようにするなど）

 －優れた製品となり、市場で成功することがインセンティブとなるように
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１－２．メーカーに求められる要件 

 

（１）ＣＥマークおよび適合宣言 

 

指令に準拠した製品のＥＵ域内市場での流通は、ＣＥマークの製品の貼付と適合宣言を以

って認められる。指令では、実施措置の対象となったエネルギー消費型製品は、実施措置を

遵守し、ＣＥマーク12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

は指令および実施措置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じる権利も与えられている。 

 

輸入製品については、メーカーがＥＵ域内に拠点を持たず、域内に正式代理人

（Authorised Representative）を持たない場合、輸入業者がエコデザイン指令および実施措置

に対する遵守に責任を有し、ＣＥマークへの適合宣言（Conformity Declaration）や技術文書を

保管する義務が課されている。 

 

適合宣言で必要な情報（指令付則ＶＩに規定）は以下のとおりである。 

 

• メーカーないし正式代理人の名称・所在地 

• 当該モデルを明確に特定するのに十分な製品の特徴説明 

• （該当する場合）適用されている欧州規格の番号 

• （該当する場合）使用されているその他の技術規格および技術仕様 

• （該当する場合）ＣＥマークを貼付すること規定され（実際に貼付し）ているその他のＥ

Ｕ法への参照 

• 責任者（メーカーないし正式代理人に義務を負わせる権限を有する個人）の身元と署

名 

 

 逆に、エコデザイン指令に沿って実施措置の規定を遵守したうえでＣＥマークを適切に貼付

している製品の上市を、加盟国は禁止、制限、阻止することはできない。 

 

 また、加盟国は、当該の実施措置を遵守していない製品をＥＵで開催される見本市や展示

会、デモンストレーションに出展することを禁じることはできない。ただし、メーカーは、これらの

場で、製品が適合するまで上市やサービスに付すことができないことを明示することが求めら

                                            
12  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。現在の制度では、

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、温水ボイラー、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。 
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れる。 

 

 

（２）適合審査 

 

エネルギー消費型製品の適合審査の手続きについては、実施措置に明記される。これに

は２つの方法があり、メーカーはいずれかを選択する。 

 

① 内部設計管理（Internal Design Control） 

 

内部設計管理では、メーカーは、エネルギー消費型製品が実施措置の要件に適合してい

ることを審査することを可能にする技術文書を作成する義務を履行することが求められる（指令

付則ＩＶに規定）。技術文書には以下の点が含まれる。また、製品が実際に実施措置の要件と

下記の点に沿って製造されるよう、あらゆる措置を取ることが求められる。 

 

 当該製品の一般説明と意図される使途 

 メーカーが製品設計のソリューションを評価、文書化、決定するに当たり、メーカーが

実施した環境評価調査の結果および（ないし）、環境評価文献への参照 

 実施措置で求められる場合は、当該製品の環境プロファイル 

 当該製品の環境デザインに関連した製品設計仕様の要素 

 実施措置に代わる欧州規格のリスト、およびそのような欧州規格が適用されなかった

場合ないしこれらの欧州規格が完全に実施措置の要件をカバーしていない場合、ど

のようなソリューションによって実施措置の要件を満たしたかの説明 

 指令付則Ⅰパート２（下記）でメーカーに求められる当該製品の環境デザイン面に関

する情報のコピー  

 エコデザイン要件の測定の結果（実施措置で規定されたエコデザイン要件と比較した

これらの測定の適合状況の詳細を含む） 

 

指令付則Ⅰパート２では、実施措置で、エネルギー消費型製品のメーカー以外による取扱

い、使用、リサイクルの方法に影響を及ぼすような以下の情報を提供することを要求されること

がある、としている。また、これらの情報は、できる限り製品そのものに表示されることが望まし

いとされている。また、WEEE指令におけるメーカーの義務を考慮に入れることが規定されてい

る。 

 

 製造過程に関する設計者からの情報 

 製品の重大な環境上の特徴と環境パフォーマンスに関する消費者向けの情報（これ
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らの面での製品比較ができるよう、上市の際に製品に伴う情報） 

 環境への影響を最低限に抑え、製品寿命を最大化するための、製品の設置、使用、

メンテナンス、および使用済み製品の返却に関する消費者向けの情報。また、メーカ

ーによるスペアパーツの在庫期間および製品アップグレードの可能性に関する消費

者向けの情報 

 使用済み製品の解体、リサイクル、廃棄処分の処理施設に対する情報 

 

② 管理システム（Management System for assessing Conformity） 

 

適合審査のための管理システム（指令付則Ｖに規定）に環境要素を導入することによって、

適合を宣言することができる。 

 

 製品の環境パフォーマンスに関するポリシー 

メーカーは、適合を証明できなければならず、また、製品の全体的な環境パフォーマ

ンスを向上させるため、環境パフォーマンスの目標と指標を設定し見直しを行うことが

求められる。製品の全体的な環境パフォーマンスの向上のため、また（実施措置で求

められている場合）製品の環境プロファイルを確立するために、設計と製造を通して取

った措置はすべて文書化しなければならない。 

 プランニング 

メーカーは、以下を作成・保管しなければならない。 

・ 当該製品の環境プロファイルの作成手続き 

・ 製品の環境パフォーマンスの目標と指標 

・ これらの目標を達成するためのプログラム 

 実施と文書化 

管理システムについて 

・ 管理システムの責任の権限の明確化と文書化 

・ 設計管理と確認の技法、製品設計時に使用されたプロセスとシステム上の措置を

示す文書 

・ 管理システムの環境面のコア要素を説明した情報、およびすべての文書の管理

手続きに関する情報の作成・保管 

 当該製品について 

・ 当該製品の一般説明と意図される使途 

・ メーカーが製品設計のソリューションを評価、文書化、決定するに当たり、メーカー

が実施した環境評価調査の結果および（ないし）、環境評価文献への参照。 

・ 実施措置で求められる場合は、当該製品の環境プロファイル 

・ 当該製品の環境デザインに関連した製品設計仕様の要素 
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・ 実施措置に代わる欧州規格のリスト、およびそのような欧州規格が適用されなかっ

た場合ないしこれらの欧州規格が完全に実施措置の要件をカバーしていない場

合、どのようなソリューションによって実施措置の要件を満たしたかの説明 

・ 指令付則Ⅰパート２（下記）でメーカーに求められる当該製品の環境デザイン面に

関する情報のコピー  

• チェックと矯正措置 

メーカーは、製品が設計仕様と実施措置の要件に基づきに製造されるようにしなけれ

ばならない。また、非適合の場合の調査・対処の手続きを確立・維持し、矯正措置の

結果もたらされた変更点を実施しなければならない。さらに、当該システムの環境要

素に関して、 低でも３年ごとに完全な内部監査を実施しなければならない。 

 

 

（３）自主規制 

 

 法的な実施措置以外に、業界自主協定などの自主規制が代替措置として検討されることが

ある。自主規制が導入される場合の基準は以下のとおりである（指令付則Ⅷに規定）。 

 

• 第三カ国が、準備・実施の両段階で参加できるような、開かれた取組みであること。 

• 何も措置を取らない場合（Business-as-Usual のシナリオ）に比べ、当該製品の全体的

な環境パフォーマンスが改善されるような付加価値をもたらすものであること。 

• 自主規制に参加する産業やその業界団体が、当該産業分野の大多数に相当するも

のであること。 

• ステークホルダーによって設定される目標は、明瞭かつ明確な言葉で設定されること。

自主規制が長期にわたるものである場合、中間ターゲットを設定する。また、目標およ

び（中間）ターゲットの遵守は、明確かつ信頼できる指標を使って、適度なコストで監

視できるものでなければならない。これらの指標は、研究による情報や、科学的・技術

的データを使って開発する。 

• 自主規制の透明性を確保するため、その内容や監視レポート（中間・ 終）を公表す

る。インターネットや電子媒体を使った情報普及を行う。加盟国、産業界、環境 NGO、

消費者団体に、自主規制のイニシアチブに対する見解を述べる機会を与える。 

• 自主規制のイニシアチブには、よく設計された監視システムを含むものとし、産業界と

独立した監査者の責任を明確に定義する。欧州委員会が、この目標の達成度につい

て監視する。 

• 自主規制のイニシアチブの運用コスト（特に監視コスト）が、イニシアチブの目標に比

して過度な手続き上の負担とならないようにする。 

• 自主規制のイニシアチブは、エコデザイン指令の政策目標に対応するもので、持続



 15

可能な開発の経済・社会的な側面と一貫するものでなければならない。特に、消費者

保護（健康、生活の質、経済的利益）を取り入れたものとする。 

• 自主規制のイニシアチブは、その他の要因やインセンティブ（市場のプレッシャーや

税制、加盟国レベルの法令）でこれに矛盾するようなシグナルを参加者に送れば、期

待される結果を達成することは考えにくい。そのため、イニシアチブの効果の評価を

行う際は、この点において政策の一貫性を勘案することが不可欠である。 
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１－３．実施措置の策定に向けた事前調査研究の現状 

 

（１）実施措置の策定に向けたスケジュールと事前調査研究の概要 

 

前述の表 1 に示したとおり、欧州委員会は 2007 年からエネルギー性能の最低要件の採択

に着手することになっているが、これは各製品グループ別に指令などの法的規制を導入する

か、自主規制の形となる。製品グループ指令が施行されると、この段階でこれら指令で規定さ

れた最低要件を満たしていない製品はＥＵ市場で販売できないことになる。指令導入までのス

ケジュールは表 2 のようなものが想定されている。表 2 に示した 14 の各製品グループ（Lot

番号１～14）で事前調査研究が実施されており、すでに「電池チャージャー」と「街灯」につい

ては最終報告書が発表されている。調査研究の目的は、特定の製品に対してエコデザインの

要件を課すのか、課す場合はどのような要件を課すのかの検討材料となる情報を収集するこ

とであり、欧州委員会がその情報を基に影響評価や諮問フォーラムへの諮問、実施措置の草

案作成を実施する。事前調査研究は表 3 に示した機関に外部委託されており、委託機関は

各自のウェブサイトにおいて調査研究プロジェクトの情報を定期的に更新して関係者に情報を

提供する。各調査研究の進捗状況は（３）に後述することとする。 

 

表 2： EuP の 14 の優先製品グループ別の実施措置導入スケジュール 

  2007 年 2008 年   調査研究分野 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ボイラー                                                       
2 温水器                                                       

3 コンピューター                                                       

4 イメージング機器                                                       

5 テレビ                                                       

6 スタンバイ時のロス                                                       

7 電池チャージャー                                                       

8 オフィスの照明                                                       

9 街灯                                                       

10 住宅空調機器                                                       

11 電気モーター                                                       

12 商業用冷蔵・冷凍設備                                                       

13 世帯用冷蔵・冷凍庫                                                       

14 世帯用皿洗い機・洗濯機                                                       
 

 調査研究フェーズ  最終ドラフト報告書、ステークホルダー・ワークショップ 
    

 諮問フォーラム・フェーズ  諮問フォーラム会合 
    

 規制委員会フェーズ  規制委員会による票決 
    

 欧州委員会採択フェーズ  欧州委員会採択 

出所： "Ecodesign Directive Workshop - State of Play and Next Steps (Product studies)", 

European Commission DG Energy and Transport Unit D/3 Energy Efficiency（2006 年 11 月 21 日） 

（http://ec.europa.eu/energy/demand/legislation/doc/2006_11_21_workshop_state_of_play_en.pdf） 
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表 3： EuP の調査研究が行われている分野 

L o t 調査研究対象 ウェブサイト 調査研究請負機関と住所 担当者／メールアドレス 

1 ボイラーおよびコンビボイラー（ガス、石油、電気）  http://www.ecoboiler.org/ 

2 温水器（ガス、石油、電気） http://www.ecohotwater.org/ 

Van Holsteijn en Kemna (VHK) 

Delftech Park, Elektronicaweg 14, NL-2628 

XG Delft, The Netherlands 

Mr. René Kemna 

r.kemna@vhk.nl 

3 パーソナル・コンピューター（デスクトップおよびラップトップ）

およびモニター  
http://www.ecocomputer.org/ IVF Industrial Research and Development 

Corporation 

Argongatan 30, SE-451 53 Mölndal, Sweden

Mrs Anna Karin Jönbrink 

anna-karin.jonbrink@ivf.se 

4 イメージング機器（コピー機、ファックス、プリンター、スキャナ

ー、多機能装置） 

http://www.ecoimaging.org/ 

5 消費者向け家電製品：テレビ http://www.ecotelevision.org/ 
6 EuP のスタンバイ・モードおよびオフモードでのロス http://www.ecostandby.org/ 

Fraunhofer Institute for Reliabilit and 

Microintegration, IZM, Berlin 

Gustav-Meyer-Allee 25, Bld.17/2 13355 

Berlin, Germany 

Mr Karsten Schischke 

Karsten.schischke@izm.fraunho

fer.de 

Dr. Lutz Stobbe 

Lutz.stobbe@izm.fraunhofer.de 

7 電池チャージャーおよび外部電気供給 http://www.ecocharger.org/ BIO Intelligence Service 

1 rue Bertholet, 94200 Ivry-sur-Seine, 

France 

Mrs Véronique Monier 

Veronique.monier@biois.com 

8 オフィスの照明 http://www.eup4light.net 
9 (公共エリアの)街灯 http://www.eup4light.net 

VITO – Flemish Institute for Technological 

Research 

Boeretang 200 B-2400 Mol, Belgium 

Mr. Paul Van Tichelen 

info@eup4light.net 

10 住宅空調機器（エアコンおよび換気） http://www.ecoaircon.eu/ Armines 

60 boulevard Saint Michel, F-75272 Paris, 

Cedex 06 France 

Mr. Philippe Riviére 

Philippe.riviere@ensmp.fr 

11 電気モーター（1～150 kW）、水圧ポンプ（商業建物、飲料

水、食品、農業等）、建物内循環、換気扇（非住宅用） 

http://www.ecomotors.org AEA technology 

The Gemini Bld., Fermi Avenue, Harwell 

International Business Centre, Didcot, 

OX11 0QR 

Mr. Hugh Falkner 

Hugh.falkner@aeat.co.uk 

12 商業用冷蔵・冷凍設備（冷却装置、陳列用棚、自動販売機

を含む） 

http://www.ecofreezercom.org BIO Intelligence Service 

1 rue Bertholet, 94200 Ivry-sur-Seine, 

France 

Mrs Véronique Monier 

Veronique.monier@biois.com 

13 世帯用冷蔵・冷凍庫 http://www.ecocold-domestic.org/ 
14 世帯用皿洗い機・洗濯機 http://www.ecowet-domestic.org/ 

ISIS (Institute of Studies for the Integration 

of Systems) 

Via Flaminia 21, 00196, Rome, Italy 

Mr. Stefano Faberi 

sfaberi@isis-it.com 

出所： 欧州委員会ウェブサイト（http://ec.europa.eu/energy/demand/legislation/eco_design_en.htm） 
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また、これら 14 の製品グループに加え、さらに５つの製品グループで事前調査が開始され

る予定で、2007年１月より開始された公募入札手続きが、２月末で締め切られた。３月９日に開

札が行われ、その後審査が行われている。審査後入札の結果が出ると、入札参加者は成否に

関して直接連絡を受けるが、公表されるのは、調査研究が開始される段階（開札より２～３カ

月）で、欧州委員会のエコデザインのウェブサイト上で受託企業名が発表となる。 

 

入札は、５つの製品グループの事前調査研究（Lot 番号 15～19）と、エコデザイン指令の実

施措置策定につながる調査研究段階および諮問フォーラムの過程で関係者の意見を反映さ

せるための関係者代表活動（Lot ＣおよびＥ）について行われた。入札対象分野と期間、予想

契約価格などについて表 4 に示す。Lot 番号 18 の複雑なセットトップ・ボックス（STB：Set-top 

Box）については、当初、単に STB とされており、単純なタイプのもの（通常の放送や衛星放送

など用の単純なコンバータ・ボックス）と複雑なものの２種類に分割する可能性が示されていた。

終的には、Lot 18 は複雑な STB とされ、デジタルテレビ用の単純なコンバータ・ボックスにつ

いては、特別事前調査として追加調査がすでに開始されている。調査研究の請負機関は、ド

イツの MVV Energie AG13（MVV Consulting14）となっている。同調査研究プロジェクトのウェブ

サイト15には、2007 年３月中旬時点でまだコンテンツがなく、詳細は公表されていない。 

 

表 4： EuP の調査研究および事前活動の公募入札 

入札対象分野 研究／活動の期間上限 予想契約金額 

（ユーロ） 

事前調査研究  

Lot 15：小規模固形燃料燃焼施設（特に暖房） 24 カ月 400,000 

Lot 16：洗濯用乾燥機 15 カ月 200,000 

Lot 17：掃除機 15 カ月 200,000 

Lot 18：複雑なセットトップ・ボックス（アクセスに制限があ

るもの、常にオンの状態となる機能のあるもの） 

15 カ月 200,000 

Lot 19：室内照明（住宅用） 24 カ月 400,000 

関係者代表活動   

Lot Ｃ：消費者 36 カ月 300,000 

Lot Ｅ：環境関連 NGO 36 カ月 300,000 

出所： Invitation to Tender № TREN/D３/390-2006（22/12/2006） 

 

 

（２）事前調査研究の手法（エコデザインのための方法論研究） 

 

指令で優先的に検討される 14 の製品グループについては、各分野について現在事前調

                                            
13  http://www.mvv-business.de/de/pub/home.cfm 
14  MVV Consulting は、MVV Energie の子会社 MVV Energiedienstleistungen のコンサルティンググループの１部

門である。 
15  www.ecostb.com 
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査研究が行われている。事前調査研究は、特定の製品に対してエコデザインの要件を課すの

かどうか、また課す場合はどのような要件を課すのか、といった検討に必要な情報を収集する

目的で行われる。この事前調査段階での情報を材料に、欧州委員会が影響評価や諮問フォ

ーラムへの諮問、実施措置の草案策定を行う。 

 

各事前調査研究は、エネルギー消費型製品のエコデザインのための方法論研究（MEEuP：

Methodology study for Ecodesign of Energy-using Products）で提案された方法に沿って行わ

れる。MEEuP は、欧州委員会の委託により、産業製品デザインやエネルギー効率化の技術面

に関する政策研究などを手がけるオランダのコンサルティング会社 VHK（Van Holsteijn en 

Kemna）16が実施し、2005 年 11 月に発表されている。この方法論に関する報告書と同時に、こ

の方法論がどのように機能するかの具体例を 10 の製品分野17について示した製品事例報告

書（MEEuP Product Cases Report）も発表された。 

 

MEEuP の目的は、どのエネルギー消費型製品が実施措置策定の対象となるのかなどの評

価方法を確立することである。MEEuP では、欧州委員会および諮問フォーラムによる実施措

置策定に関する検討に必要となる情報が事前調査研究においてカバーされるよう、事前調査

研究プロセスの論理的構造が方法論として提案されている。事前調査研究の基礎となるこの

論理的構造では、情報収集・分析が必要な以下のような大きく８つの要素が特定され、これに

沿って８段階（タスク１～８）に分かれている。第１部（タスク１～５）が現状に関する分析、第２部

（タスク６～８）が改善の可能性についてとなっており、各製品グループにおいて、この段階的

な論理的構造に沿って調査研究が進められている。 

 

 タスク１ 「製品に関する定義、規格、法規制の検討」： 

ＥＵの統計局（EUROSTAT）の製品分類システム PRODOCOM もしくはその他の分類シス

テムを用いた製品分類の定義、適切なラベリング制度や規格、法規制の特定。 

 

１．１： 製品のカテゴリー定義と性能評価。 

１．２： 規格（スタンダード）の特定（テストスタンダード、試験手順など）。 

１．３： 製品が既存の法規制枠のいずれかに該当するかの検討。ＥＵレベル、加盟国レ

ベルなどで、関連の法規制を特定する。 

 

 タスク２ 「経済・市場分析」： 

販売や流通量など。エコデザイン指令第15条で定められた実施措置の対象となるエネル

                                            
16  http://www.vhk.nl/  
17  ガス／石油式セントラルヒーティングボイラー、室内用エアコン、セントラルヒーティング循環装置、街灯、世帯

用冷蔵・冷凍庫、世帯用皿洗い機、掃除機、コピー機、テレビ、パソコン。 
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ギー消費型製品の販売・貿易数量条件（年間 20 万台・個を超える）を満たすか否か、技

術面と消費者の利用パターン両面からの市場トレンドなどを判断。 

 

２．１： 包括的な経済データ（ＥＵにおける生産および消費量、域内外貿易） 

２．２： 市場データ（製品の市場浸透率、年間売上成長率、平均製品寿命、販売額など） 

２．３： 市場トレンド 

２．４： 消費支出に基づくデータ（１．１で定義された各製品カテゴリーについての平均消

費価格。電気・水道料金、修理・維持費、架設費、処理費用など関連のコスト。） 

 

 タスク３ 「消費者行動と地域のインフラ状況」： 

製品の一生を通じた実際の消費者の利用パターン、廃棄物処理行動、人的なものを含

む地域のインフラ（部品の入手可能性や修理サービスの利用可能性など）が製品寿命に

影響するのかなどの分析。消費者行動は製品のデザインに左右されるものでもあるが、環

境へのインパクトや製品のライフサイクルコスト（LCC）を評価するうえで重要な情報である

といえる。これを分析することにより、社会・文化、インフラなどの要素で、エコデザイン導

入の際の障壁や制約となるものを特定することができる。 

 

３．１： 実際の生活における効率（道路交通の効率、使用の頻度・性質など） 

３．２： 使用済み製品（End-of-life）の観点から見た実際の消費者行動の特定（経済的な

製品寿命、修理やメンテナンスの実際、中古品の利用、持続可能な製品利用の

ベストプラクティスなど） 

３．３： 地域のインフラ構造（天然資源から得られるエネルギーの入手可能性や確実性。

水環境、地理的な要因、通信網、インフラ整備に必要な高レベルな人材の入手

可能性。） 

 

 タスク４ 「既存製品システム分析」： 

ＥＵ域内市場で現在流通している製品の全般的な技術分析。製造、流通、利用、廃棄の

各段階における部品やシステムの分析。タスク５および７のためのインプットともなる。 

 

４．１： 生産段階（製品の重量、素材部分と電子モジュール部分の重量の区別、包装素

材など） 

４．２： 流通段階（包装された製品の数量と重量） 

４．３： 製品利用段階（エネルギー、水、洗剤など資源の年間消費比率、製品寿命中の

直接排出量とそれらの評価） 

４．４： システム利用段階 

４．５： 製品廃棄段階（使用済み製品としてのマテリアルフロー。廃棄物処理、再利用や
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リカバリーの可能性など） 

 

 タスク５ 「基本ケースの定義」： 

基本ケース（Base-case）として、ＥＵ全域で流通する製品カテゴリーの代表となる平均的

製品を１～２点特定する。調査研究中のこの後の段階を通じて、この基本ケースに基づき

環境およびライフコストサイクルコストの分析が行われる。タスク１～４までの結果を総合し

て特定されるもので、この後のタスク６や７の評価の基礎となる重要なタスクである。具体

的には、タスク１～４までで収集された製品特定データを利用した EuP エコレポート（後述

ｐ.22）を作成し、現行製品の製造、利用、廃棄処理の環境へのインパクトの平均に基づき

基本ケースが特定される。エコデザイン指令第 15 条で定められた実施措置の対象となる

エネルギー消費型製品の２つ目の条件（上市された／サービスに付された数量を勘案し

てＥＵ域内の環境への影響が大きい）を満たすか否かの基準となる。 

 

５．１： 製品特定のための必要情報（インプット） 

５．２： 基本ケースの環境インパクト評価 

５．３： 基本ケースのライフサイクル・コスト 

５．４： ＥＵレベルのデータなどの総合 

５．５： ＥＵにおける総合的なシステムインパクト 

 

 タスク６ 「利用可能な最良技術（BAT：Best Available Technology）に関する技術分析」： 

既存の製品についてではなく、今後２～３年の間に導入が期待される製品の現在利用可

能な技術に関する技術分析。エコデザインのオプションや長期的に見た場合のオプショ

ンの検討につなげるための BAT の特定と分析。タスク７に必要なインプットの一部ともな

る。 

 

６．１： 製品の応用研究における最新技術（プロトタイプのレベル） 

６．２： 部品に関する最新技術（プロトタイプ、試験、フィールド試験レベル） 

６．３： ＥＵ域外での最高レベルの既存製品技術 

 

 タスク７ 「改善の可能性」： 

消費者にとってのライフサイクル・コストの観点から、実際の金銭的負担やデザインのオプ

ション、環境面のコストと利益などを特定。最小ライフサイクル・コスト（LLCC：Least Life 

Cycle Costs）と BAT によるソリューションを検討する。EuP エコレポートの情報を利用し、

BAT を用いた場合、コスト面や環境への影響に改善の余地があるのかどうかを評価し、デ

ザインのオプションをランク付けすることができる。LLCC は、最小の目標値として、「過剰

なコストをかけることなく環境への影響を顕著に改善できる可能性がある」というエコデザ
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イン指令第 15 条で定められた実施措置の対象となるエネルギー消費型製品の３つ目の

条件の目安とすることができる。 

 

７．１： オプションの特定（環境改善のためのデザインオプション） 

７．２： インパクトの検討（オプションごとの環境改善に関する定量評価） 

７．３： コスト（これらのデザイン導入による価格上昇について算定） 

７．４： LLCC と BAT の分析 

７．５： 長期目標とシステム分析（現行製品の原型を想定しながらも、基礎および応用研

究の結果に基づく長期的に見た技術の潜在性に関する検討など） 

 

 タスク８ 「政策分析、影響分析、感度分析」： 

法規制もしくは自主協定などによる適切な政策実施は、改善の可能性を実現する要素で

ある。改善した場合と何も措置を取らない場合（Business-as-usual シナリオ）の比較、消費

者や産業への影響の推定など。 

 

８．１： 政策およびシナリオ分析 

８．２： 産業および消費者に関する影響（インパクト）分析 

８．３： 主要要素の感度分析 

 

 EuP エコレポート 

EuP エコレポートの作成には、上のタスク１～４で収集された製品特定型データから、使用段

階での資源消費量といった多くの情報インプットが必要とされる。これらのデータから、以下の

ような環境へのインパクトの指標が算定される。 

資源と廃棄物 

• 総エネルギー要求量 

• 総エネルギー要量中の電力量（第一次）

• 水消費 

• 埋立用非有害廃棄物 

• 有害／焼却廃棄物 

水への排出 

• 重金属 

• 富栄養化（富栄養水） 

• 残留性有機汚染物質（POPs） 

大気中への排出 

• 温室効果ガス 

• オゾン層破壊 

• 酸性化 

• 揮発性有機化合物（VOCs） 

• 残留性有機汚染物質（POPs） 

使用されている原材料の情報 

• 富栄養化 

• バルクプラスチック（PE、PP、PS など） 

• テクニカルプラスチック（PA、PC など） 

• 鉄金属 

• 非鉄金属 
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• 重金属 

• 多環芳香族炭化水素（PAHｓ） 

• 埃、粒子状物質など特定事項 

• コーティング 

• エレクトロニクス 

• その他 

 

EuP エコレポートで得られた結果は、特定の環境へのインパクトを優先的に注目するもので

はなく、その過程については政策立案者にゆだねられる。環境へのインパクトの指標は、製品

群内の製品同士の比較などに用いられるもので、特定の全体要因を特定するためものではな

い。 

 

（３）各事前調査研究の進捗状況 

 

 以下には、前述の MEEuP で示された段階的タスクに沿った各調査（Lot 番号１～14）の進捗

状況について示す。2007 年３月 15 日時点で、タスク８までを終了し調査研究の 終報告書を

欧州委員会に提出しているのは、Lot 番号７の電池チャージャーおよび外部電気供給と９の

（公共エリアの）街灯の２分野である。 終報告書の草案を策定後、両分野とも2006年12月に

関係者会議を開催しこれについて協議している。その後この２つの 終報告書は、2007 年１

月に欧州委員会に提出された。 

 

① Lot 番号１： ボイラーおよびコンビボイラー 

 

同分野の事前調査研究は、産業製品デザインやエネルギー効率化の技術面に関する政策

研究などを手がけるオランダのコンサルティング会社 VHK（Van Holsteijn en Kemna）によって

行われている。2006 年２月に開始されたこの事前研究プロジェクトでは、2006 年中に４回の関

係者会議が開催されている。同年 12 月には、タスク１（定義、規格、法規制）の第４次報告書

草案、タスク２（経済・市場分析）の第２次報告書草案、タスク３（消費者行動と地域のインフラ）

の第３次報告書草案、タスク４（製品技術システム分析）の第２次報告書草案が発表された。タ

スク４の報告書草案では、ボイラーの部品や暖房システムコンポーネントの技術分析、製品の

技術的特長の記述、利用可能な 良技術などについても触れられており、タスク５（基本ケー

スの定義）と６（利用可能な 良技術に関する技術分析）の一部をカバーするものともなってい

る。 

 

今後の予定としては、2007 年３月に第５回目の関係者会議を開催し、６～８月にかけて 終

的な報告書の草案を発表する計画である。 

 

② Lot 番号２： 温水器（ガス、石油、電気） 
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温水器についても、上記ボイラーおよびコンビボイラー同様、オランダの VHK が事前調査

研究を行っている。2006 年中には同じく４回の関係者会議が開催されており、第５回の関係者

会議も同じく 2007 年３月開催の予定となっている。報告書草案発表の進捗は以下のとおりとな

っている。 

 2006 年 12 月： タスク１第４次報告書草案発表 

 2006 年 12 月： タスク２第４次報告書草案発表 

 2006 年 10 月： タスク３第１次報告書草案発表 

 2006 年 12 月： タスク４/５第２次暫定草案発表 

 

既存製品およびシステムの技術分析を行うタスク４/５の暫定草案の段階では、エネルギー

効率化と高性能を目指すエコデザインと低排出を目指すエコデザインは相反するものではな

く、総じて、エネルギー効率性向上につれて排出面でも改善が見られる傾向にあるとの結論が

でている。例外はもちろんあるが、デザインの際にこの例外的なケースに気付き、適切に対処

すれば、特に問題になることはない。デザインによる改善措置が、環境の１つの側面だけでな

く、エネルギーや資源のインパクト、環境全体に貢献する場合に大きなシナジー効果が期待さ

れる。 

 

③ Lot 番号３： パソコン（デスクトップ、ラップトップ）およびモニター 

 

同分野の事前調査研究は、スウェーデンの製造・エンジニアリング産業の研究開発機関

IVF （Industrial Research and Development Corporation）の主導で行われている。このほか、

スウェーデン環境研究所 IVL18とオフィスの労働環境整備を専門とする TCO Development19か

らプロジェクト運営の核となるグループにプロジェクトマネージャーが参画している。 IVL は、

基本ケースの特定などに利用されるデータや仮説などを補完的な視点から検証するなど、プ

ロジェクトの質を確保する役割を担っており、TCO Development はサブコントラクターとして製

品やシステムに関する重要や情報を提供する。また、2006 年８月 10 日を締切期限とした質問

票が関係者に配布されており、この調査研究プロジェクトに関する広範な意見聴取も行われ

た。 

 

これまで発表された報告書草案は、タスク４/５までで、タスク４/５の報告書草案は、2007 年

３月に入りプロジェクトのウェブサイト上で公表されている。タスク１の製品の定義は、主にエナ

ジースターで使われている製品定義に基づくものとなっている。ワークステーション、デスクトッ

プサーバー、ゲームコンソール、シンクライアント、ハンドヘルド、PDA はパソコン製品グループ

の一部とみなされないこととなった。テストスタンダードや自主協定に関する部分でも、エナジ

                                            
18  http://www.ivl.se/en/  
19  http://www.tcodevelopment.com/  
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ースターが最も重要な自主基準とみなされている。またモニターについては、総合規格 TCO

が最も重要な自主協定の１つとされている。タスク２では、製品の平均寿命が、デスクトップで６

年、ラップトップで５年、ブラウン管と液晶ディスプレイでともに６年とされた。 

 

④ Lot 番号４： イメージング機器（コピー機、ファックス、プリンター、スキャナー、多機能装

置） 

 

イメージング機器分野の調査研究プロジェクトは 2006 年２月 23 日付で開始されており、３月

中に初会合と２回の産業パートナーとの会議が行われている。このプロジェクトは、ドイツのフラ

ウンホーファー研究所 IZM20をプロジェクトリーダーとするコンソーシアムによって行われている。

コンソーシアムのメンバーはドイツとフランスの研究所や企業から成り、フランスの応用環境分

野（Applied Ecology）の研究所 Öko-Institut21、環境および健康に関する製品情報分野の調

査・コンサルティング会社 BIO Intelligence Service 22、サブコントラクターとしてドイツの

Deutsche Umwelthilfe23と PE Europe24、フランスの CODDE25となっている。 

 

これまで発表されている作業文書は以下のとおりである。これらは現在検討中の文書として

ウェブサイト上で公開されており、最終報告書の完成に向けて提案やコメントを歓迎するとされ

ている。 

 2006 年 11 月： タスク１に関する中間報告書 

          事前調査研究の現状に関するプレゼンテーション資料 

 2007 年 １月： タスク１とタスク２の各中間報告書（更新版） 

 2007 年 ３月： タスク３の報告書草案 

 

タスク３の報告書草案では、消費者行動について、環境に対する消費者と産業など専門的

な購入者の視点は異なっており、消費者はデザインや機能、価格を重視する一方、専門購入

者はエネルギー効率性といった環境面を視野に入れるとしている。また、製品の環境面の情

報は、取扱い説明書などに記されている場合はあるが、販売店舗などでこのような情報が入手

しにくい状況が指摘されている。製品寿命や廃棄段階については、同製品分野の消費者向け

製品は、廃棄段階でメーカーの元に戻ってくることはほとんどなく、製品ライフサイクルの最終

段階に関するメーカーの知識は限られたものとなり、リサイクルのためのデザインのインセンテ

                                            
20  http://www.pb.izm.fhg.de/izm/index.html  
21  http://www.oeko.de/aktuelles/dok/303.php  
22  http://uk.biois.com/default.htm  
23  環境・自然保護と同時に消費分野の問題を扱う NPO。（http://www.duh.de/） 
24  製品・製造に関連する環境活動サービスおよびソフトウェアソリューションを提供する企業。

（http://www.pe-europe.com/） 
25  電気・電子機器産業と共同で同分野の環境問題（エコデザインなど）を専門とする機関。

（http://www.codde.fr） 
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ィブがない状況が指摘されている。 

 

⑤ Lot 番号５： 消費者家電製品：テレビ 

 

同分野の調査研究は、上記イメージング機器分野と同じく、2006 年２月 23 日よりフラウンホ

ーファー研究所 IZM が主導するコンソーシアムにより行われている。これまでにタスク５までの

報告書草案が発表されており、以下の作業文書が現在検討中となっている。 

• 2006 年９月： タスク１、タスク２、タスク５の第１次中間報告書 

 （タスク５に関しては全体的に改訂される予定） 

• 2007 年１月： タスク１、タスク２、タスク３の第２次中間報告書 

• 2007 年２月： タスク４、タスク５の報告書草案 

 

タスク５の報告書草案では、基本ケースの環境影響評価の結果、使用段階が製品のライフ

サイクルにおいて環境面で も重要な段階であるとされている。ただし、近代的なフラットパネ

ルテレビなど、電子部品や複雑な加工材料が利用されることが多くなっているため、生産段階

の重要性も増してきている。生産段階における資源およびエネルギー消費を改善することは、

メーカーの関心事ともなる。テレビのライフサイクル・コスト分析では、製品の使用段階の期間

が長ければ長いほど電力コストが重要となってくるため、電力消費量が重要な要素となること

が特定されている。このため、改善の可能性に関する分析は、テレビの使用段階の電力消費

削減の技術および技術的措置に主要焦点を当てるべきであるとされている。スタンバイ時の電

力消費の効率化よりも、全体的な環境インパクト低減のためには、オンモードでの電力消費改

善が必要とされている。焦点を当てるべき次の要素は、特に軽量化やリサイクル効率化につな

げるため、テレビのデザインにおける応用材料とエレクトロニクス部品である。 

 

⑥ Lot 番号６： EuP のスタンバイ・モードおよびオフモードでのロス 

 

EuP のスタンバイ・モードおよびオフモードでのロスに関する調査研究を実施しているのは、

上記ｄ）およびｅ）の調査研究を行うコンソーシアムから、Öko-Institut と PE Europe を除いた４

機関である。これまで発表されている作業文書は以下のとおりとなっている。 

• 2006 年８月： タスク１に関する公開討議のためのレビュー文書 

• 2007 年１月： タスク１、タスク２、タスク３の中間報告書 

• 2007 年２月： タスク４、タスク５の公開報告書 

         タスク１～５の現状に関する資料 

         利用可能な 良技術に関する情報インプットの要求書 

 



 27

⑦ Lot 番号７： 電池チャージャーおよび外部電気供給 

 

電池チャージャーおよび外部電気供給分野の調査研究は、欧州委員会への 終報告書

提出に至っている２分野の１つである。前述の BIO Intelligence Service が主導しており、フラウ

ンホーファーIZM がパートナー、フランスの CODDE をサブコントラクターとするコンソーシアム

で実施している。 

 

同分野の調査研究では、タスク８までの報告書が発表されており、2007 年１月に全段階をカ

バーする 終報告書が欧州委員会に提出されている。これまでのスケジュールは、2006 年５

月と６月に企業への質問票が配布され、その後タスク１～４の中間報告書を段階的に発表。10

月にタスク５と６に関する質問票が公開され、その後タスク５～７の報告書草案を発表。12 月に

タスク１～７の 終報告書草案が発表となり、2007 年１月にタスク８の報告書発表後、 終報

告書の発表となっている。 

 

報告書では、同製品分野における大部分の製品の主な環境インパクトは、使用段階に消費

されるエネルギーに関連するものであるとされている。いくつかの製品のケースで生産過程に

発生する廃棄物からのインパクトも認められた。改善の余地については、装荷型（Loaded 

mode）、無負荷型（No-load mode）の両方で、エネルギー効率性向上の余地があるとされてい

る。その他改善の可能性のある点として、コイルやトランスフォーマーの重量削減およびサイズ

縮小、プリント配線板（PWB）のサイズ縮小、ケーブルに使用される銅やポリ塩化ビニルの重量

削減、金属部分の重量とサイズ縮小などが挙げられている。さらに、革新的な製造プロセスや

アプローチにより、コスト効率的な新製品および部品の製造が可能となるとされている。 

 

また、近年多くの国で外部電気供給（EPS）に対する 低エネルギー性能要件が義務付け

られていることから考えても、ＥＵでも 低エネルギー効率要件の導入は可能であると予測し

ている。同製品分野の主要プレーヤーは国際企業であり、製品の仕様は、他の国で採用され

ている 低エネルギー効率基準などを遵守したものとなる可能性が高く、欧州市場においても

このような製品が販売されることになる。また多くの国で、定められた基準の遵守のために努力

がなされていることは確かで、 低エネルギー効率基準は、技術開発の重要な牽引力になる

とされている。国際市場における調和についても考慮し、短期的な目標として、カリフォルニア

エネルギー委員会（CEC：California Energy Commission）の第２段階（Tier 2）の 低エネルギ

ー効率要件がふさわしいとされており、中・長期的にはより厳しい 低基準目標が考えられ

る。 

 

報告書全体を通じて、データの不足や一貫性のなさが問題とされている。電池チャージャ

ーおよび EPS に関する市場データに一貫性がないことや、特定の製品群に関する効率性など



 28 

のデータベースが脆弱で改善が必要であるといった点が指摘されている。このため、EPS の効

率性に関するデータの公開もしくは少なくとも欧州委員会や関連機関へのディスクロージャー

が必要であるとされている。 

 

⑧ Lot 番号８： オフィスの照明 

 

オフィスの照明分野の調査研究は、タスク６までの中間報告草案が発表されている。調査

研究プロジェクトを主導しているのはベルギーの研究機関 VITO（Flemish Ｉinstitute for 

Ｔechnological Ｒesearch）で、これまでの進捗は以下のようになっている。 

 2006 年 10 月： タスク１の中間報告草案発表 

 2006 年 11 月： タスク２および３に関する質問票公開 

 2006 年 12 月： タスク２および３の各中間報告書草案発表 

 2007 年２月： タスク４および６の各中間報告書草案発表 

 

⑨ Lot 番号９： （公共エリアの）街灯 

 

街灯に関する調査研究も、上記⑧オフィスの照明と同じくベルギーの VITO が主導しており、

全段階をカバーする最終報告書の発表に至っている。2006年４月の調査研究開始から、以下

のようなスケジュールで報告書の作成が進み、最終報告書は 2007 年１月に開催された会議で

公表された。その後欧州委員会に提出されている。 

 2006 年 11 月： 最終中間報告書草案（タスク１～７）発表 

 2006 年 12 月： 関係者会議にて最終報告書に関するフィードバック・協議 

 2007 年 １月： タスク８の最終中間報告書草案発表および最終報告書発表、 

  欧州委員会への提出 

 

最終報告書では、街灯の利用状況や製品と技術、市場などに関するさまざまな情報収集と

分析が行われており、利用可能な最良技術を採用することにより、環境への負荷を大きく低減

できる可能性が示されている。調査の中で、街灯製品の主な環境インパクトは、エネルギー

（電力）使用に関連するものであることが分かっている。また平均寿命は約 30 年と算定され、こ

のため現在使用されている街灯は古くエネルギー効率的でないものが非常に多いとされてい

る。よって取替えや修繕の市場は大きい。しかしここで、公園などの街灯のエネルギー効率を

改善するインセンティブが少ないこと、家庭用照明のような簡単でエネルギー効率的な装置の

不足といった障壁も挙げられている。市場には、旧型で機能の良くないものが依然として流通

しており、最近設置された街灯でもこれらを使用しているものがある。また、街灯の人工的な光

により引き起こされる環境や人間の生活への負の影響、照明公害についても、定量化できる

十分な科学的根拠が不足しているとしながらも、環境への影響の一面として取り上げている。 
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街灯製品分野の環境への影響の大部分は電力利用によるもので、現在市場に流通してい

る製品が利用可能な最良技術を利用したものに置き換えられれば、環境への負荷が顕著に

低減する可能性がある。また新技術の導入と新製品により、省エネとあわせて照明公害の影

響も減らすことができるとも指摘されている。 

 

⑩ Lot 番号 10： 住宅空調機器（エアコンおよび換気） 

 

2006 年３月開始となった同分野の調査研究プロジェクトは、産業主導によるフランスの研究

機関 ARMINES26の主導で行われている。その他のプロジェクト・パートナーは、オーストリアの

エネルギー・エージェンシー、ポルト大学（ポルトガル）、アテネ大学（ギリシャ）、リエージュ大

学（ベルギー）、環境、建設・建物分野を得意とする英国の調査・コンサル企業 BRE（Building 

Research Establishment Ltd）27となっている。 

 

2006 年９月に初の関係者会議が開催され、2007 年１月にはタスク１および２の報告書とタス

ク３および４の報告書草案が発表されている。2007 年２月に２回目の関係者会議が開催され、

タスク１～４をカバーする中間報告書が発表された。今後、４月にタスク３と４の報告書発表、７

～８月にかけてタスク５～８の報告書草案発表、８月に第３回の関係者会議が予定されている。

最終報告書の草案は９月、その後 10 月に最終報告書完成の計画である。 

 

⑪ Lot 番号 11： 電気モーター（１～150kW）、水圧ポンプ（商業建物、飲料水、食品、農業

等）、建物内循環、換気扇（非住宅用） 

 

同分野の調査研究の進捗と今後の予定は以下のようになっている。プロジェクトを主導して

いるのは英国の AEA Energy & Environment28で、プロジェクト・パートナーは、ドイツのフラウン

ホーファーISI29、ポルトガルのコインブラ大学システムおよびロボティクス研究所 ISR（Institute 

of Systems and Robotics）30となっている。 

 

・2006 年  ６月： 報告書１（タスク１～３および４～５をカバーする報告書草案） 

第１回関係者会議 

・2006 年 11 月： ポンプと循環に建物内関する報告書２（タスク１～３最終、タスク４～５中

間、タスク６～７草案） 

                                            
26  http://www.armines.net/  
27  http://www.bre.co.uk/  
28  http://www.aeat.co.uk/  
29  http://www.isi.fhg.de/homeisi.htm  
30  http://www2.isr.uc.pt/new/showpeople.php?ID=1  
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関係者会議２（ポンプと建物内循環） 

・2006 年  12 月： 関係者会議２（換気扇とモーター） 

  

今後の予定  

・2007 年   ３月： ポンプと建物内循環に関する報告書３（タスク４～５、６～７の最終、タス

ク８の草案） 

換気扇とモーターに関する報告書３（タスク４～５、６～７の最終、タスク

８の草案） 

その後関係者会議３（ポンプと建物内循環） 

・2007 年   ４月： 関係者会議３（換気扇とモーター） 

・2007 年  ７月 ： 報告書４（タスク８の最終） 

・2007 年７～８月： 関係者諮問 

・2007 年  10 月： 最終報告書発表 

 

⑫ Lot 番号 12： 商業用冷蔵・冷凍設備 

 

商用冷蔵・冷凍設備分野の調査研究は、前述のBIO Intelligence Serviceの主導でCODDE

をパートナーとするコンソーシアムにより行われている。これまでの進捗は以下のとおりで、これ

ら現在検討中の作業文書に対し、提案やコメントを受け付けている。 

 

 2006 年 11 月： タスク１の中間報告書 

 2006 年 11～12 月： 各製品分野のメーカーへの質問票 

 2007 年２月： タスク１～４の各中間報告書 

 

同分野では、単一の包括的な市場データがなく、販売や在庫に関するデータは、異なるソ

ースから収集されている。しかし、指令の基準となる年間 20 万台を超えていることは明らかに

なっている。エコデザインの障壁となる消費者行動としては、店舗で特定のブランドのアイスク

リームや飲料を販売・保存する冷凍・冷蔵庫などは、その所有者がエンドユーザーではなく、

そのブランドの飲食料企業であることが多い。このため、光熱費などを支払う商用冷凍・冷蔵

庫のエンドユーザーとこれらの設備の所有者が異なることになり、エネルギー効率性の高い設

備の購入や導入のインセンティブの障壁となっている。 

 

⑬ Lot 番号 13： 世帯用冷蔵・冷凍庫 

 

世帯用冷蔵・冷凍庫の調査研究プロジェクトの開始は 2006 年７月で、同年 10 月と 2007 年

２月に会合が行われている。プロジェクトを主導しているのは、特に環境、エネルギー、交通シ



 31

ステム、都市政策などの分野を得意とするイタリアの調査・コンサルティング会社 ISIS (Institute 

of Studies for the Integration of Systems)31である。これまで公表されているのは、タスク１～３と

５の報告書草案で、タスク５の報告書草案は 2007 年１月に発表された。 

 

第１回関係者会議（Stakeholders Kick-off Meeting）は 2006 年９月 28 日に開催されており、

この翌日に、同じく ISIS が主導する世帯用皿洗い機・洗濯機の調査研究プロジェクトの初関係

者会議が行われた。BSH（Bosch und Siemens Hausgeräte）やエレクトロラックス、インデシットと

いった大手家電メーカーが出席しており、調査研究の過程で必要になるデータに関する説明

や意見交換などが行われた。第２回の関係者会議の開催予定は 2007 年３月末となっている。 

 

⑭ Lot 番号 14： 世帯用皿洗い機・洗濯機 

 

世帯用皿洗い機・洗濯機の調査研究プロジェクトは、上記「⑬世帯用冷蔵・冷凍庫」と同様、

イタリアの ISIS が主導しており、プロジェクトの開始は 2006 年７月、同年 10 月と 2007 年２月に

会合が行われている。これまで公表されているのは、タスク１～３と５の報告書草案である。 

 

このほか、プロジェクトのウェブサイト上で公開されている資料に、電化製品産業向け業界

誌32Appliance Magazine（2006年４月号）にBSHが寄稿した記事「家庭用電化製品の環境影響

評価（Assessment of the Environmental Impact of Household Appliances）」がある。この中では、

皿洗い機、洗濯機、冷蔵庫を含む大型家電が扱われており、評価の対象として、欧州市場に

上市されている典型的なもので売上規模の大きいセグメントに属するものが選ばれている。こ

れらの製品のライフサイクルアセスメント（LAC）が行われており、大型家電製品では、使用段

階がライフサイクルインパクトの 90％以上を占めることが分かっている。またこの評価の中で、

1990 年と比較すると現在の家電製品は洗濯機で 30％、冷蔵庫で 70％も電力消費が少ないと

されており、現行の技術レベルのままでデザインオプションを採用してもさらなる改善の可能性

は限られたものとなるとされている。使用段階の重要性に着目して、さらなる改善のための取

組みについての研究が必要となる。BSH では、消費者の意識向上や教育、既存の環境に優し

い製品／特徴の促進、エネルギー効率の悪い旧型製品の取替えなどにより、全体的な環境イ

ンパクト低減の可能性が大きいとしている。 新鋭の電化製品では、プロセスコントロールにセ

ンサー技術が導入されていたり、エネルギーや資源の 適消費のためのユーザーガイダンス

が利用されていたりと環境に配慮したものとなっているからである。さらに、エネルギー消費型

製品のライフサイクル環境影響評価には、地域ごとの電力発電方法の差が大きく影響すると

いう点も指摘されている。 

 

                                            
31  http://www.isis-it.com  
32  www.appliancemagazine.com  
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１－４．日本の産業界への影響・求められる対応 

 

 以下では、エコデザイン指令の実施に関する今後の見通し、およびこれを踏まえた日本の産

業界への影響と、今後求められる対応についてまとめる。 

 

（１）今後の見通し 

 

 現在進められているエコデザイン要件を決めるための事前調査研究はそれぞれ、11～21 カ

月間を要する。各製品分野「１－３．（１）実施措置の策定に向けたスケジュールと事前調査研

究の概要」の表 2（ｐ.16）に示した各製品グループにおける今後の見通しは、今後随時確認

する必要がある。例えば、事前調査研究では街灯と電池チャージャーについて最終ドラフト報

告書が発表されているが、これらは当初の予定では2006年11月の計画であったものの、実際

に発表されたのは 2007 年１月となった。コンピューター、テレビ、スタンバイ／オフモード時の

ロス、事務所照明については 2007 年２月発表の予定だったが、３月中旬現在でまだ発表され

ていない。実施措置の導入時期は、指令では規定されていない点に留意する必要がある。 

 

 こういった状況から、表 2 に示された予定は、少しずつずれ込むことも考えられる。例えば

事前調査研究の最終ドラフト報告書の発表後、欧州委員会がインパクトアセスメントと実施

措置の草案を並行して作成するが、インパクトアセスメントは２～３カ月、実施措置の草案ま

でには４～５カ月を要する。ＥＵにおいて、当初の規制導入目標がずれ込むことはまれでは

ない。定期的に欧州委員会のウェブサイトを見るなどして実施時期の確認をすることが必須

である。 

 

 なお、諮問フォーラムの初回会合は 2007 年６月 22 日の予定がほぼ確定しており、これにつ

いては、当初の計画通りと欧州委員会のコメントを得ている。諮問フォーラムでは実施措置の

重要な決定事項のベースが決定されるため、今後の実施措置の動向を知るためにはフォーラ

ムでの協議内容をチェックすることが肝要となる。実施措置の初回草案も諮問フォーラムでス

テークホルダーと協議される。諮問フォーラムは、各製品グループについて、１回以上会合を

持つことがありえる。 

 

 実施措置草案は欧州委員会による採択のため加盟国間の規制委員会に諮られるが、これ

には諮問フォーラムの会合後、約４カ月を要する。実施措置は、法的規制の場合は指令、決

定、規則の形となりうる。産業界が自主規制を提案すれば、法的規制でのアプローチを決定

する前に考慮される。欧州委員会による実施措置の採択には、規制委員会による票決の後、

さらに約５カ月を要する。 
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 現段階で、各製品グループの実施措置が採択される時期の見通しを、表 2 を基に再度、下

記に時系列にまとめておく。これが、実施措置の採択の 短時間であると理解できる。 

 

2008 年１月 

• 電池チャージャーおよび外部電気供給 

• （公共エリアの）街灯 

 

2008 年４月 

• パーソナル・コンピューターおよびモニター  

• 消費者向け家電製品：テレビ 

• EuP のスタンバイ・モードおよびオフモードでのロス 

• オフィスの照明 

 

2008 年６月 

• 世帯用冷蔵・冷凍庫 

• 世帯用皿洗い機・洗濯機 

 

2008 年 11 月 

• ボイラーおよびコンビボイラー（ガス、石油、電気）  

• 温水器（ガス、石油、電気） 

• イメージング機器 

• 住宅空調機器（エアコンおよび換気） 

• 電気モーター、水圧ポンプ、建物内循環、換気扇 

• 商業用冷蔵・冷凍設備 

 

 欧州委員会の中でも、エコデザイン指令は、政策目標の関係で運輸エネルギー総局（DG 

TREN）と企業・産業総局（DG ENT）の２つが所管している。両総局のエコデザイン指令関係の

ウェブページは以下のとおりであるが、情報の濃淡と発表時期はそれぞれに異なるため、両方

を確認することが望ましい。どちらかと言えば、運輸エネルギー総局の方が情報が早く内容も

充実していると言える。 

 

• 運輸エネルギー総局 

http://ec.europa.eu/energy/demand/legislation/eco_design_en.htm  

 

• 企業・産業総局 

http://ec.europa.eu/enterprise/eco_design/index_en.htm 
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（２）今後の実施措置の策定段階で日本の産業界が留意すべき点等のまとめ 

 

① 実施措置の対象となるかどうか？ 

  

指令第 15 条では、実施措置の対象とするかどうか、主な３つの基準が規定された。これらの

３つの基準を見ると、すなわち、環境への影響が大きい量産品で、これまでにＥＵで規制され

ていないか、業界が積極的に適度な対応をしていない分野、また業界の対応の足並みが揃っ

ていないために、放置すれば環境へのダメージが大きい分野が実施措置の対象となる。こうい

った条件に当てはまる場合は、実施措置が導入されることが予想される。 

 

2007 年７月６日までに、欧州委員会が作業計画（Working Plan）を策定するが、作業計画は優

先的に実施措置を採用する見込みのある製品グループの目安としてのリストを含むものとなる。そ

のため、作業計画が発表され次第入手して、内容を確認することが必須となる。 

 

なお、指令では、環境パフォーマンスに対する包括的なアプローチが も望ましいが、現状で

は、エネルギー効率の向上による温室効果ガスの排出削減が も優先度の高い環境目標として

捕らえられている。 

 

② メーカーはいつまでに、どのような対応が求められるか？ 

 

現段階ではまだメーカーに義務は生じていない。実施措置が施行された時点で、メーカーには

以下の義務が下記の順番で生じることになる。 

 

ａ）製品の環境面の評価と環境影響の評価 

ｂ）エコデザイン要件に沿った製品の設計・製造 

ｃ）適合審査の実施 

ｄ）製品へのＣＥマークの貼付 

 

このうち、特に、「ａ）製品の環境面の評価と環境影響の評価」については、エコデザイン指令の

製品グループ別の実施規定で示されることになるエコデザイン要件に沿った方法で行う必要があ

る。そのため、現在、日本国内で実施している評価があっても、必ずしもこれが通用するとは限らず、

見直しを迫られることも十分に考えられる。その場合、エコデザイン指令の付則Ⅰに規定されてい

る一般デザイン要件（１－１．④に記述）の項目が現在の評価システムで網羅されているかどうかを

チェックすることが第 1 段階となろう。 

 

また、「ｃ）適合審査の実施」および「ｄ）製品へのＣＥマークの貼付」については、適合審査を基
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にＣＥマークの規定を守って貼付することは、エネルギー消費型製品をＥＵ市場で販売したりＥＵ

に輸出する企業にとっては絶対的な義務である。エコデザイン指令の実施規定対象製品でＣＥマ

ークの適切な表示がないことが発覚すれば、当該製品は市場から排除されることもありえる。エコ

デザイン指令第３条では、加盟国に監視義務を負わせており、欧州委員会はエコデザイン指令や

実施措置を遵守しない製品のリコールも辞さない厳格な施行を行う構えが指令に示されている。ま

た、ＣＥマークの貼付の仕方では、消費者に誤解を与えるようなものは第５条４において禁じられて

いる。 

 

 エネルギー消費型製品の適合審査については、今後、それぞれの実施措置で規定されていくこ

とになるが、「１－２．（２）適合審査」の項で説明したとおり、「内部設計管理」と「管理システム」の２

種類からメーカーが選択できる柔軟性が与えられている。現時点から、現行の管理制度がこれらの

手法に見合ったものであるか、またどちらがより現状やコスト面で適しているか、検討を開始してお

くことが望ましい。 

 

さらに、適合審査の実施とＣＥマークは、自己宣言で済む場合が多いとされているが、後述「３－

２．ニューアプローチ指令の見直し」でも述べるように、見直しによって今後、その施行が強化され

ていく点も、併せて動向を見守る必要がある、ただし、今後、エネルギー消費型製品に適用される

ＣＥマークについて法的規制が何か変更される場合は、エコデザイン指令上で改正が行われること

になると考えられる。 

 

 また、ＥＵ官報に発表されている欧州の整合規格が適用されているエネルギー消費型製品につ

いては、欧州規格の当該要件を満たすことによって、エコデザイン指令の実施措置をみなすことが

規定されている。このため、エネルギー消費型製品においては、欧州で標準規格化が進むことも

考えられる。日本の規格との整合性の再検討を行うとともに、欧州規格の動向を注視することが必

要である。 

 

③ 実施措置の策定での関与の方法 

 

実施措置の策定でカギとなるのは諮問フォーラムであることは前述した。諮問フォーラムは、実

施措置の定義付けと見直し、市場監視のメカニズムの効果のモニタリング、指令の下で確立さ

れた自主協定およびその他の自主規制の評価などに深く関与する。諮問フォーラムのメンバー

はまだ発表されていないが、英国政府によれば確定しているということである。日本を含む第三国

の産業界は、ＥＵ域内の関連業界団体を通して参加の余地がある。欧州委員会は、エコデザイン

指令の実施は、産業界や民間団体への諮問を行いオープンな環境で行っていくことを明示してお

り、諮問フォーラムのメンバーでない場合は、「欧州委員会に直接コンタクトを取るかウェブサイ

トから見解を提示することが可能」としている。 
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さらには、加盟国では、英国のように国内でステークホルダーへの諮問を行い、その意見を

吸い上げて、諮問フォーラムなどに影響を及ぼそうとする動きもある。加盟国でこのような動向

がある場合、現地の業界団体に加盟する日本企業は、業界団体での協議に積極参加するこ

とも、情報収集、影響力行使の両方の面で重要となる。 

 

④ 自主規制 

  

最後に、実施措置は、法的規制（指令、規則、決定）として実施される場合のほか、産業界の自

主規制として行われる可能性もある。自主規制の場合についても、指令の付則Ⅷ（「１－２．（３）自

主規制」の項（ｐ14）に記述）でも概説したとおり、一定の基準が設定されている。同指令では、自主

規制制度の実施のみならず、準備の段階でも「第三国に開かれた制度」とすることに対し、法的拘

束力を持たせている。自主規制の内容や目標値などは、ステークホルダーの協議によって設定し、

欧州委員会の認可を得ることになるが、日本の産業界は、第三国として、新たな要件や自主規制

運用のコスト面で、ＥＵ域内産業に比して不利とならないよう、この協議の場に積極的に参加するこ

とが重要となろう。 
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２．欧州新化学品規制（REACH 規則） 

 

２－１．REACH 規則の概要 

 

（１）背景 

 

ＥＵにおける化学産業は、産業セクター中でも、 も規制が進んでいるセクターの１つに数

えられる。これまで過去 40 年間で、ＥＵでは、化学品そのもののほか消費者保護、職場安全、

環境保護、加工・輸送時の安全、物質管理までを対象に 500 以上の化学品規制（指令、規則、

決定、勧告）が規定されてきた。このうち、ＥＵの化学品規制の基礎となっている以下の４つに

ついて概要を示す。 

 

① 「危険化学物質の分類、包装および表示に関する法律、規則ならびに行政規定の近似に

関する理事会指令 67/548/EEC33」 

 

1967 年に採択された同指令は、人や環境に有害な危険化学物質に関する 初の指令で、

危険分類や包装、ラベル表示に関する加盟国の規制を調和させることを目的としたものである。

同指令は、これまでに９回の改正と 29 回の技術的進捗への対応が行われてきたが、この中で

も、６次改正（指令 79/831/EEC34）では、1981 年９月 18 日以降に市場に流通した「新規化学

物質」について、市場流通前の検査分析および届け出を制度化した35。同指令の規定の下、

化学物質を新たに市場に流通させる製造者は、物質の化学的な性状や人・環境に対する影

響、事故発生の場合の緊急措置などについての情報を当該製品が製造される加盟国の所轄

当局に届け出ることを義務付けられた。この届け出制度では、製造者から届け出された書類が、

加盟国の所轄当局から欧州委員会に送付され、他加盟国の所轄当局に配布されて異議がな

ければＥＵ域内市場で流通が可能となる仕組みとなっている。 

 

このほか、同改正指令では 1981 年９月 18 日以前に市場に流通していた物質を「既存化学

物質」とするとともに、これを別途リスト化することが規定された。同規定および、欧州委員会決

定 81/437/EEC によって規定された詳細な要件に基づき、「欧州既存商業化学物質リスト

（EINECS：European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances、以後 EＩNECS と

する）」が作成された。EINECS には、1971 年１月１日から 1981 年９月 18 日までの間に市場に

                                            
33 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（Official Journal L196, 

16.8.1967）  
34 Council Directive 79/831/EEC of 18 September 1979 amending for the sixth time Directive 67/548/EEC on 

the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging 

and labelling of dangerous substances（Official Journal L259, 15.10.1979） 
35 医薬品および麻薬、放射性物質は同指令の対象外。 
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流通した化学物質約 10 万種以上36が掲載されている。EINECS にある物質のみが既存化学物

質として取り扱われ、これ以外の化学物質は新規化学物質37とみなされ、新規化学物質の届

け出が必要となる。 

 

また、67/548/EEC の７次改正（指令 92/32/EC38）では、新規化学物質の届け出の要件が

改正され、安全性評価も新たに義務付けられた。届け出に必要な技術文書には、その物質の

名称、生産過程、用途、生産量、取扱いの推奨方法や使用上の注意、物理化学的特性、毒

性・生態毒性、無害な物質への変換の可能性等の情報が含まれる。届け出に必要な情報を

得るための検査は、同改正指令の付則 V に規定された手法に基づき、優良試験所規範に則

して実施することが義務付けられている。また、年間の流通量が少量の場合には、届け出要件

が一部軽減される。 

 

EINECS に掲載された物質や飼料添加物、食品添加物、医薬品活性成分、同等な届け出

や認可制度が存在する物質は、上記の届け出制度の対象から除外される。このほか、ポリマ

ー39、年間流通量が 10ｋｇ未満の物質40、１製造者当たりの年間流通量が 100ｋｇ未満の科学的

研究開発用の物質ならびにプロセス指向の研究開発に必要とされる量(条件付きで、原則１年

間、 大 2 年間適用)に関しては、届け出されているとみなされる。 

 

ＥＵ域外で製造された化学物質については、域外の製造者がその物質についての届け出

を目的とする代理者を指名することが認められている。化学物質を、ＥＵ市場で流通させようと

する企業は、少なくとも市場に出る 60 日前（流通量が年間１トン未満の場合は 30 日前)までに、

その物質が製造される加盟国の所管省庁に、または製造者が域外に立地する場合には届け

出者が居住する加盟国の所管省庁にその物質に関する届け出を提出することとされている。 

 

このほか同７次改正指令では、安全データシート（SDS）の導入が規定された。化学物質の

製造者または輸入者、流通業者は、特にユーザーとなる企業が、人体や環境の保護ならびに

職場の安全に関し必要な措置を講じることができるような特定の情報を記載した安全データシ

ータを、当該物質の 初の配送時またはそれ以前にユーザー企業に伝達することが義務付

けられている。また、安全データシート上の物質に関連するいかなる新規情報も、ユーザー企

業に知らせなければならない。 

                                            
36 現在流通している化学物質の約 99％を占めているとされる。 
37 新規化学物質として初めて市場に流通する物質は、ELINCS（European List of Notified Chemical Substances）と

いうリストに登録される。 
38 Council Directive 92/32/EEC of 30 April 1992 amending for the seventh time Directive 67/548/EEC on the 

approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging 

and labelling of dangerous substances（Official Journal L154, 5.6.1992）   
39 EINECS に掲載されていない物質を合計で２％以上含有する混合物は届け出が必要。 
40 届け出する加盟国の規定に従う。 
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② 「危険調剤の分類、包装ならびに表示に関する加盟国の法律、規則ならびに行政規定の

近似に関する欧州議会および理事会指令 1999/45/EC41（同理事会指令 88/379/EEC42）」 

 

1988 年に採択された理事会指令 88/379/EEC は、上述の指令 67/548/EEC で定めた手続

きや基準を化学物質の調剤にも拡大適用するものである。「調剤」とは、２種類以上の化学物

質を混合したものと定義される。同指令は、溶剤や塗料、ニスなどに関する多数の指令を１つ

に置き換えたもので、１つ以上の危険物質が含まれた調剤に適用されるが、化粧品や殺虫剤

のように他のＥＵ規制の対象となっているものには適用されない。同指令では、調剤について

も、安全データシートを導入することが規定されている。指令88/379/EECは、その後、欧州議

会および理事会指令 1999/45/EC に置き換えられた。 

 

③ 「既存化学物質のリスク評価と管理に関する理事会規則（EEC）No 793/9343」 

 

ＥＵでは化学物質の人体や環境に及ぼす影響について懸念する動きが高まり、1980 年代

のＥＵの行動計画では、既存化学物質が及ぼす可能性のあるリスク評価のための包括的な体

系を規定する法的手段の必要性が指摘された。これを受け、欧州委員会は一連の法案を策

定し、そのうちの１つである化学物質のリスク評価と管理に関する規則（EEC）No 793/93 が

1993 年に採択された。同規則は、既存化学物質に関するデータの収集やリスクの可能性に関

する優先順位付け、リスク評価などの要件を規定しており、ＥＵ域内の化学物質の管理体制を

構築するものである。同規則は、上述の EINECS に掲載された既存化学物質の製造量または

輸入量が年間 10 トン以上の製造者または輸入者に適用され、以下の４段階でリスク評価およ

び管理が行われる。 

 

・ ステップ１：データ収集 

データ収集は、生産または輸入量が年間年間 10 トン以上の化学物質が対象となる。提出し

なければならないデータは、物質名および EINECS 番号、生産または輸入量、指令

67/548/EEC の規定に基づく分類ならびに予測できる用途となっているが、年間 1,000 トン以

上の高生産量化学物質（HPVC）の場合は、さらに物理化学的特性や環境運命、生態毒性、

急性毒性、発癌性、変異原性、生殖毒性等についてのデータも必要となる。いずれのデータ

                                            
41 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（Official Journal L200, 30.7.1999） 
42 Council Directive 88/379/EEC of 7 June 1988 on the approximation of the laws, regulations and administrative 

provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous 

preparations（Official Journal L187, 16.7.1988） 
43 Council Regulation (EEC) No 793/93 of 23 March 1993 on the evaluation and control of the risks of existing 

substances（Official Journal L84, 5.4.1993） 
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も HEDSET（Harmonised Electronic DataSET）と呼ばれる特定の電子フォーマットで提出する

ことが義務付けられており、提出されたデータは IUCLID（International Uniform Chemical 

Database）によって管理される。また、データを提出した企業は、 低３年間に１度は情報を更

新しなければならない。 

 

・ ステップ２：優先順位の設定 

欧州委員会は、加盟国と協議の上、人体と環境への潜在的な悪影響のために早急な対処

が必要な優先物質のリストを定期的に作成・更新するものとする。ステップ１で収集された情報

は優先物質選択の際の基礎として利用される。1994 年以来、この優先物質のリストは４回発行

され、現在 141 種が優先物質として特定されている。 

 

・ ステップ３：リスク評価 

優先物質としてリストに掲載された物質のリスク評価に関しては、物質ごとに担当国（ラポー

ター）を割り当て、責任を加盟国に分散した。各加盟国は、製造者および輸入者から提出され

た化学物質の評価から人体と環境へのリスクを判定するとともに、使用やマーケティングの制

限措置や監視プログラム等、リスクを抑制するための対策を欧州委員会へ提出する義務を負

う。提出されたリスク評価および対策は、加盟国の代表により構成された委員会での協議の後、

終的に採択されると、総合的リスク評価報告書（書籍、欧州化学品局のウェブサイトならびに

IUCLID）、同サマリー版（EURレポートおよび欧州化学品局のウェブサイト）、官報などにより情

報が公表される。 

 

・ ステップ４：リスクの削減 

リスク評価の結果、現在設置されている措置のほかにさらなるリスク削減措置が必要とされる

と判断された場合、リスク削減のための対策を策定する必要がある。このような対策は、リスク

削減に関する技術ガイダンス書類を利用し行われる。また、危険化学物質のマーケティングと

使用の制限に関する指令 76/769/EEC（後述）はリスク評価により特定されたリスク管理のため

の法的枠組みの１つとなっている。 

 

ただし、10 万種以上の既存化学物質のうち、同規則で規定されたリスク評価を要する物質と

して特定された 140 種の優先物質（「特定化学物質リスト」に記載）に関しては、手続きに時間

がかかることから実際に評価過程が完了し、 終的に安全性評価が確定し措置が決定された

のは、約 30 種とごく一部に限られているのが現状である。 

 

④ 「特定の危険物質および調合物のマーケティングと使用の制限に関する法律、規則、なら

びに行政規定の統合化を定める理事会指令 76/769/EEC44」 

                                            
44 Council Directive 76/769/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws, regulations and 
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同指令は、人体や環境に対して危険とみなされる特定の危険物質のマーケティングおよび

使用を規制することを目的としている。同指令では、付則に掲載された物質については同付

則で規定された要件を満たした場合に限り市場での流通や使用が認められるものとし、加盟

国はこのために必要な措置を講じることが要請されている。同指令による規制の対象となる化

学物質の例としては、ポリ塩化ビフェニル（PCB）やポリ塩化ターフェニル（PCT）、アスベスト、

カドミウム、発癌性物質等が挙げられる。研究開発目的で市場に流通または使用される製品

には適用されない。同指令は、数次の改正や技術的進歩に対する適応による対応が行われ

てきた。 

 

このように、既存の化学品規制には、主に以下のような問題点があるとされる。 

 

・ 市場に流通している既存化学物質の多くについては、環境や健康への影響について十分

な情報が公開されていない。 

・ 産業内の川下ユーザーから川上サプライヤーへの情報提供が義務付けられていないため、

物質の使用に関する情報入手が非常に困難な状況にある。 

・ このような状況においては、既存化学物質の方が新規化学物質に比べ規制が緩いため、

技術革新の阻害につながっており、ＥＵ化学産業の競争力に影響する。 

・ 既存化学物質のリスク評価と安全性の保証に関する責任は加盟国の所轄当局に課されて

いるが、実際にはリスク評価はほとんど進んでいない。 

・ ＥＵで施行されている化学物質規制が 40 以上あり、複雑すぎる。 

 

REACH は、これらの課題を解決し、環境と人の健康の保護の強化および欧州の化学産業

の競争力と技術革新の向上を目指すものである。なお、REACH の施行により、上記の規則

（EEC）No 793/93は2008年６月１日、指令76/769/EECは2009年６月１日に廃止となるほか、

他のいくつかの化学品規制45も廃止となる。 

 

 

（２）経緯 

 

前述のような状況を背景に、1998 年４月に、ＥＵ環境閣僚理事会は欧州委員会に対し、既

存の化学物質規制の見直しを要請した。これを受け、欧州委員会は、2001 年２月に白書「将

                                                                                                                                
administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain 

dangerous substances and preparations（Official Journal L262, 27.9.1976）  
45 指令 91/155/EEC 廃止 

指令 93/105/EC、指令 2000/21/EC、規則（EC）No 1488/94：2008 年６月１日廃止 

指令 93/67/EEC：2008 年８月１日廃止 
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来の化学物質政策のための戦略46」 を発表し、REACHによる新化学物質規制を導入すること

を提案した。その後、同白書での提案は、2001 年６月に環境閣僚理事会で可決され、同年 11

月には欧州議会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。2003 年５月、欧州委員会企業総局および環境総局により REACH 規則の草案が発表され

た。同草案は、各界の利害関係者からの様々な意見を取り入れるためインターネット上で公開

され、同年７月まで諮問が実施された。同公開諮問では、ＥＵ加盟国のほか日本政府を含むＥ

Ｕ域外諸国、産業界、NGO などが参加し、約 6,400 件のコメントが提出された。 

 

その後、欧州委員会は 2003 年 10 月 29 日に、先に行われた公開諮問で集まった意見や議

論の結果を反映した REACH 規則案47を採択した。この規則案は、産業界への影響が軽減さ

れるなどいくつかの点が変更され、2003 年５月に公開された草案と比べると、内容的には後退

したものとなった。同規則案は、後に行われる閣僚理事会や欧州議会で審議される土台とな

った。その後、2003 年 12 月には、欧州議会での審議のため「ラポーター」が指名され、2004

年２月に欧州議会内委員会での審議が開始された。また、2005 年１月には、欧州議会での公

聴会が開かれ、欧州委員会の REACH 規則案の本格的な審議が開始された。同年４月には、

欧州委員会との合意の下、欧州化学工業連盟（CEFIC）および欧州産業連盟（UNICE）を筆

頭とする産業界のコンソーシアムの委託で行われたインパクト調査の結果が公表された。この

調査は、サプライチェーンにおける REACH の影響について、化学、自動車、包装、無機（金

属、セメント、紙・パルプ等）、電子等のセクター別のケーススタディを基に検証したものである。

同調査結果では、REACH 規則案の実施により重要な化学物質が市場から除外される可能性

は低いこと、また技術上の理由で川下ユーザーに不可欠な化学物質が市場から除外される可

能性は低いこと、中小企業にとっては REACH の導入によるコスト負担が大きくなる可能性があ

ることなどが明らかにされた。また、サプライチェーン内では、化学物質や調合物に含まれる危

険物質の特性に関する情報伝達の向上やリスク管理の容易化、化学物質ポートフォリオの合

理化等、特に配合業者や川下ユーザーに対する利点が数多くあることも指摘された。 

 

2005 年 11 月の欧州議会第一読会では、「登録」、「認可」、「情報へのアクセス」、「一物質

一登録（OSOR）」、「製品中の物質」等を主な争点として審議され、これらについての修正を加

えた妥協案が支持された。これによって、生産または輸入量の少ない物質の登録に関しては

安全性に関する基本情報の要件を減らし、中～高規模の物質についても多くの適用除外が

認められるなど、登録要件が当初案より全般的に緩和された。ただし、有害物質については、

経済界からの反対にも関わらず代替物質の利用を義務付けることが決議されたことに加え、代

                                            
46 White Paper "Strategy for a Future Chemicals Policy" (COM(2001) 88 final, Brussels, 27.2.2001) 
47 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} {SEC(2003 1171}

（COM/2003/0644 final）(Brussels, 29 October） 
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替物質がない場合にも認可期間が５年に制限される可能性があったことから、閣僚理事会で

の決議が難航することが予想された。2005 年 12 月の競争閣僚理事会では政治的合意に達し、

懸案となっていた代替物質の利用に関する点を含め、主に以下の修正内容が採択された。 

 

・ 発癌性物質や変異原性物質、生殖毒性物質（CRM 物質）および人体や環境に有害な物

質については、企業による適切な管理が可能であること、社会経済利益がリスクを上回るこ

とまたは代替物質がないことが証明できる場合に限り認可される。ただし、難分解性・生体

蓄積性・有毒物質（PBT 物質）および分解が著しく困難で生体蓄積性の高い物質（vPvB

物質）については、適切なリスク管理が可能であることを証明するだけでは、認可は保証さ

れない。代替物質がない場合の認可期間は、ケース・バイ・ケースで決定される。 

・ 「一物質一登録」の原則については、化学物質の安全な取扱いや消費者への情報開示に

関する企業責任を強化した上で、１社独自の登録可能性を設ける。 

・ 研究開発目的で利用される化学物質は、基本的に REACH の適用対象から除外される。 

・ 中小企業は、登録料が免除される。 

 

表 5： REACH 採択までの経過 

1999 年 4 月 環境閣僚理事会、欧州委員会に既存の化学品規制についての見直しを要請 

2001 年 2 月 欧州委員会、「白書：将来の化学物質政策のための戦略」で REACH 規則案の導入

を提案 

 6 月 環境閣僚理事会が白書を可決 

 欧州理事会で 2004 年までの新化学品政策策定を表明 

 11 月 欧州議会が提案可決 

2003 年 5 月 欧州委員会企業総局、環境総局が REACH 規則案草案を発表 

 ～7 月 インターネット公開諮問が行われる 

 10 月 欧州委員会、REACH 規則案を採択 

 12 月 欧州議会での審議のため、「ラポーター」を指名 

2004 年 2 月 欧州議会内委員会で審議を開始 

2005 年 11 月 欧州議会第一読会にて、欧州委員会草案を修正・採択 

 競争閣僚理事会にて審議 

 12 月 競争閣僚理事会、修正案採択（政治的合意） 

2006 年 6 月 環境閣僚理事会、「共通の立場」採択 

 11 月 欧州議会および環境閣僚理事会の非公式合意 

 12 月 欧州議会第二読会（13 日）、環境閣僚理事会（18 日）、REACH 規則採択 

2007 年 6 月 REACH 規則施行 

出所： 欧州委員会発行資料等を基に作成 

 

2006 年 6 月には環境閣僚理事会で「共通の立場」が採択された。その後、同年 11 月には、

より懸念の強い化学物質に関する代替物質の導入条件を争点として、より厳格な規則を適用

しようとする議会と産業側の立場を考慮した閣僚理事会との間で交渉は決裂した。 終的に、
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11 月 30 日には、議会は閣僚理事会が提示する「産業界が適切な管理が可能であることを示

すことができれば認可される」というアプローチを受け入れ、両者の間では以下の点を含む内

容の妥協案に対し非公式合意に達した。同合意に基づく規則案は、12 月 13 日の欧州議会第

二読会で採択され、同 18 日の環境閣僚理事会での承認を受けた。 

 

・ PBT 物質または vPvB 物質は、「適切に管理できると証明できる場合のみ認可」の条件の

対象から除外される。内分泌撹乱化学物質に関しても同様の措置をとるかどうかの見直し

が、REACH 施行後 6 年後に行われる。 

・ 当該物質の利用によって起こるリスクを考慮し、適切な代替物質が入手可能な場合には、

「適切に管理できると証明できる場合のみ認可」または「社会経済利益がリスクを上回る場

合に認可」のいずれの条件の場合も、申請の際に代替計画の提出が義務付けられる。 

・ 登録の際、１～10 トンの生産または輸入量が少ない CMR 物質については安全性評価が

免除されるが、REACH 施行後 7 年後に規制強化の見直しが行われる。また、生体毒性物

質のテスト方法については、REACH施行後12年後に欧州委員会がテスト要件の見直しを

行う。 

・ 欧州議会は欧州化学機関（ECHA）の管理取締役会の代表２名を指名するものとし、エグ

ゼクティブ・ディレクターの候補者は指名前に欧州議会での審議を受ける。 

 

このように、REACH 規則は、2003 年５月に規則案草案が発表されてから３年以上にわたり

審議され、変遷してきた。以下に、2006 年 12 月 18 日に採択された同規則の内容に基づき、

概要を示す。 

 

 

（３）概要 

 

「REACH 規則（欧州議会および理事会規則（EC）No 1907/200648）」の も重要な目的は、

化学物質による危険から人体と環境の保護を向上させること、またＥＵ域内企業の競争力を維

持することである。REACHによる規制は、予防原則に基づいており、大きく分けて「登録」、「評

価」、「認可」の３つの要素で構成されている。さらに、セーフティネットとして欧州委員会による

「制限」があり、社会経済利益を考慮した上で許容できないリスクを呈する物質については、製

造ならびに市場流通、使用についての制限を受ける。 

                                            
48 Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 

concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a 

European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 

793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and 

Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC（Official Journal L396, 

30.12.2006） 
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REACH 規則では、製造者または輸入者に、ＥＵ域内市場で生産または輸入される量が１ト

ン以上の化学物質について、必要な情報を登録する義務を課している。登録義務は、化学物

質そのもののほか、調剤や成形品（特殊な条件に基づく）に含まれる化学物質も対象となり、

登録をしていない化学物質は域内での製造、輸入ならびに使用が禁止される。登録には、当

該物質についての情報のほか、その使用によって起こるリスク管理の方法についての情報を

含む技術文書を提出する。年間生産／輸入量が 10 トン以上の物質については、技術文書の

ほか、当該物質の安全性評価についての検査・分析を記した安全評価レポート（CSR）の提出

も必要となる。 

 

登録に続く評価の段階では、企業から提出された情報が要件を満たしているかどうか、また

さらなる実験が必要かどうか判定される。また、人体や環境に有害な影響を及ぼす可能性を明

らかにするため、企業にさらなる情報の提供が求められることがある。評価の結果、認可手続

きや制限における取組みが必要となる場合もある。 

 

CMR 物質、PBT 物質、vPvB 物質ならびにその他これらの物質と同様に有害な物質（内分

泌撹乱化学物質等）など、特に懸念の強い物質については認可が必要となる。また、その使

用によって人体や環境に対し許容できない程度のリスクをもたらす可能性のある物質そのもの

または調剤や製品に含まれるこのような物質も制限の対象となる。この制限は、特定の製品や

消費者向け製品への使用に対してのみ行われる場合とすべての用途に対して行われる場合

（物質の使用禁止）とがある。 

 

表 6 に、現行の化学品規制と REACH による規制の違いの比較を示す。 
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表 6： 現行の化学品規制と REACH による規制の違い 

現行の化学品規制 REACH による規制 

欧州市場に存在する多くの化学物質について

の知識の差がある。 

年間生産／輸入量が１トン以上の物質に関し、リ

スクや有害性に関する情報が提供されるため、知

識の差を縮めることになる。 

立証責任は所轄当局にあり、制限を課す以前

に、化学物質の使用によるリスクが高いというこ

とを証明しなければならない。 

立証責任は産業にある。化学物質の使用によるリ

スクが適正に管理できることを示すとともに、適切

な措置を提言しなければならない。サプライチェ

ーン内のすべての企業は、化学物質の安全な取

扱いを確実に行う義務がある。 

新規化学物質の届け出は、年間生産／輸入量

10ｋｇから義務付けられており、この段階でも１

回の動物実験が必要。１トン以上になると、他の

動物実験を含む一連の検査も行う必要がある。

既存・新規に関わらず、年間生産／輸入量１トン

以上の化学物質は登録が必要となる。動物実験

はできる限り 低限に抑えられる。 

新規化学物質を市場に導入することはかなりコ

ストがかかる。このことは、未検査の既存物質の

使用の継続やイノベーションが進まない原因と

なっている。 

REACH の下では、より安全な化学物質のイノベ

ーションが促進される。研究開発目的の化学物質

に対するより多くの免除が設定されている。また、

新規化学物質の登録費用は、既存制度における

届け出費用を下回る。認可申請の際には代替物

質を考慮する必要がある。 

公共の所轄当局による包括的なリスク評価の過

程は緩慢で面倒。 

企業は当該化学物質の生産や販売以前に、特

定された用途についての安全性評価の責任を負

う。所轄当局は重大な懸案事項のみ集中すれば

よい。 

出所： 欧州委員会による REACH Q&A 

 

REACHによって、企業の化学物質のリスク管理に対する責任が増大するほか、安全性に関

する情報を利用者や消費者（より有害な物質の場合）に提供する責任も増すことになる。

REACH は、川下ユーザーに対する義務も課しており、川下ユーザーは製造者または輸入者

の安全データシート（SDS）に特定された危険化学物質に対するリスク管理のための措置を適

用しなければならない。また、川下ユーザーは、自らの化学物質の用途を製造者または輸入

者に報告して、製造者／輸入者がこれを「特定された用途」とみなし、安全評価レポートの対

象とすることを確実にする権利がある。この場合、川下ユーザーは、製造者または輸入者がそ

の用途に対する曝露シナリオを準備できるよう十分な情報を提供しなければならない。また、こ

の代わりに、川下ユーザーは独自で化学的安全性評価を実施し、 欧州化学機関に用途を

報告してもよいことになっている。 

 

新たな化学物質の登録手続きの管理や登録書類の評価、評価プロセスの調整などを行う

機関として、フィンランド・ヘルシンキに欧州化学機関（ECHA：European Chemical Agency）を

設立し、REACH 規則施行の 12 カ月後（2008 年６月）に運営を開始する。欧州化学機関は、

認可や制限の手続きで欧州委員会に専門家の意見を提供するとともに、情報の機密やアクセ

スについての義務を負う。 
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２－２．REACH の仕組み 

 

（１）登録 

 

① 登録対象となる化学物質 

 

年間１トン以上の化学物質を生産または輸入している製造者または輸入者は、2008 年６月

に運営が開始される欧州化学機関（ECHA：European Chemicals Agency）の中央データベー

スへの登録が義務付けられる。登録は、物質そのものだけでなく、調剤または成形品に含まれ

るもの（放出性の物質など特別な場合）など用途ごとに適用される。欧州委員会は、約３万種

の化学物質が登録されると見積もっており、この数値については業界団体にも支持されている。

また、REACH施行後の 初の11年間で約８万件の登録書類を受け付けることになると見てい

る。前述の EINECS には約 10 万種の既存化学物質がリスト化されているが、このうちの１トン以

上製造／輸入されている物質のみが登録されることになる。EINECS のリストに記載された化学

物質の製造者または輸入者は REACH 施行後 12～18 カ月の間に予備登録をすることになり、

予備登録された物質のリストが施行後 19 カ月以内に入手可能となる見込みである。 

 

ａ）REACH 規則の適用範囲外の化学物質 

 

REACH 規則は、放射性物質、非分離中間体、通関中のものならびに鉄道、道路、内陸水

路、海路、空路による危険化学物質の運搬、廃棄物には適用されない。また、加盟国には防

衛上の理由から特定の化学物質を同規則の適用範囲外とすることが認められている。これら

は登録対象とはならない。 

 

ｂ）登録が免除される物質 

 

・ 医薬品や獣医薬品、食品添加物、飼料添加物、動物用栄養品に使用される化学物質 

・ REACH 規則の付則 IV に記載されている物質―現行の既存化学物質に関する規則（規則

793/93）で登録義務が免除されている物質およびセルロース・パルプが含まれる 

・ REACH 規則の付則 V の基準（現行の危険化学物質に関する指令（指令 67/548）による新

規化学物質の届け出制度の運用における経験に基づき、登録義務が免除される一般的

な基準）を満たす物質 

―化学的な変更が行われていない場合：鉱物、鉱石、精鉱、セメント・クリンカー、天然ガス、

液化石油ガス、天然ガスコンデンセート、プロセスガスおよびその成分、原油、石炭、コー

クス等 

―ハザードやリスクがよく知られている単体：水素、酸素、希ガス（アルゴン、ヘリウム、ネオ
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ン、キセノン） 

※ 上記の付則 IV および V は REACH 施行後１年以内に見直しが行われ、その際、鉱物学

的プロセスから得られる物質について考慮される予定である。 

 

・ 他のＥＵ規制によりカバーされている化学物質 

※ REACH 施行後５年後に、他のＥＵ規制との重複を避けるために適用範囲の修正が必要

かどうかの見直しが行われる予定である。 

 

このほか、指令 67/548 の規定に基づき届け出が行われた新規化学物質は、すでに登録さ

れているものとみなされる。ただし、届け出された物質が次の段階の生産／輸入量域に達した

場合には、さらに必要となる情報も提出する必要がある。 

 

一般的に殺生物剤や殺虫剤は登録されているとみなされ、さらに登録する必要はない。 

 

ｃ）登録対象外の物質 

 

年間生産／輸入量が１トン未満の化学物質は登録の対象とはならない。また、モノマーは

登録対象であるが、ポリマーは直接の対象とはならない。ポリマーの一部として含まれるモノマ

ーが単量体単位２％以上で年間生産／輸入量が１トン以上となる場合は登録対象となる。 

 

ｄ）研究開発やイノベーションを促進するための措置 

 

REACH は、研究開発やイノベーションを促進し、域内産業の競争力を高めることを目的の１

つとしている。このため、製品やプロセスに関連した研究開発に使用される物質については、

長５年間登録が免除されるほか、医薬製品の開発の場合はさらに 長５年間、あるいは市

場に流通していない場合には特定の条件の下で 長10年まで登録免除の更新ができる措置

がとられている。 

 

ｅ）成形品に含まれる化学物質 

 

成形品に含まれる化学物質については特別なルールが適用され、当該成形品中の化学物

質の量が年間１トン以上で、通常または予測可能な用途での使用により意図的に放出される

場合にのみ、製造者／輸入者に登録義務が発生する。「意図的な放出」とは、後述の REACH

規則施行プロジェクト（RIPs）のガイダンス 3.8（案）では以下のように規定している。 

 

・ 当該の成形品を使用する際に放出が不可欠である場合や放出がなくてはその成形品が
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十分に機能しない場合 

例：フェルトペンのインクや化学雑巾に含まれる洗剤分など 

・ 放出が当該成形品の質や重要でない機能に寄与する場合や成形品の使用での機能に

直接関係しないが付加価値を加える場合 

例：香りの付いた消しゴムや食器洗い用洗剤の香料など 

 

このほか、成形品に「より懸念が高い化学物質」（第 57 条に明記）が含まれている場合、当

該化学物質の量が年間１トン以上かつ 0.1 重量％以上であれば、当該成形品の製造者／輸

入者は欧州化学機関へ届け出ることが義務付けられている。この場合、届け出に必要な情報

は製造者／輸入者の名称および連絡先、当該物質の識別・分類、成形品に含まれる量の範

囲（１～10 トン、10～100 トン）、成形品中の当該物質の用途などである。 

 

なお、当該の用途ですでに登録されている化学物質については、上記の登録や届け出の

義務は適用されない。 

 

② 登録者 

 

年間１トン以上の化学物質を生産または輸入している製造者または輸入者が対象となる49。

ＥＵ域外の諸外国の製造者は、直接登録者となることはできない。このため、域外の製造者は

域内の当該物質の輸入者に登録をしてもらうか、または登録者としてＥＵを拠点とする代理者

を指名するかを選択することになる。代理者は、REACH の下で発生するすべての責務を負う

立場にあり、化学物質の取扱いに関する知識と関連情報に精通している必要がある。域外の

製造者が代理者を指名した場合には、域内の輸入者は登録手続きなどから開放され、単に川

下ユーザーとみなされる。ただし、この場合、域外の製造者はサプライチェーン内の輸入者に

対し、物質の登録者を知らせる必要がある。業界団体が特定の産業を代表して登録者になる

ことはできない。 

 

また、企業の費用負担を抑え、登録物質の情報を共有するため、同一物質を製造または輸

入する複数の企業がコンソーシアム（SIEF：Substance Information Exchange Forum）を組み、

共同で登録することが要請されている50。この場合、登録書類の提出は、コンソーシアムの中

の１社が代表として行うが、コンソーシアム内の他の企業も、企業情報や生産／輸入量等に関

しては、個別に情報を提出しなければならない。域外製造者の物質の輸入者または指名され

                                            
49 前述のように、成形品中の化学物質の量が年間１トン以上でその物質が意図的に放出される場合には、成形

品の製造者または輸入者も対象となる。条件は、「①登録対象となる化学物質」の項参照。成形品の製造者ま

たは輸入者も、他の企業とともに共同で登録することができる。 
50 欧州化学機関（ECHA）は、予備登録から得られた物質登録者のリストを公表し、これを基に企業が情報の交

換・共有をするコンソーシアムを形成することが可能な仕組みが構築されている。 
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た代理者は、他の域内の企業とともにコンソーシアムに参加し、共同で登録することもできる。

なお、共同で登録することにより費用がさらにかかる場合や、情報の解釈について代表となる

企業と合意できない場合、また企業の機密情報を公開することが著しい商業的損害につなが

る可能性がある場合などは、共同ではなく独自で登録することもできる。 

 

③ 登録に必要な情報 

 

登録内容は、年間の生産または輸入量や物質の特性、使用状況等により異なる。生産／輸

入量が１トン以上の物質の場合には技術文書、同 10 トン以上の物質については技術文書に

加えて安全評価レポート（CSR）の提出が義務付けられる。 

 

ａ）技術文書 

 

技術文書には、以下の項目が含まれる。 

 

ⅰ）製造者または輸入業者の情報（付則 VI のセクション１に記載した項目に従う） 

ⅱ）化学物質の識別（同セクション２） 

ⅲ）生産／輸入量と特定された用途（同セクション３） 

ⅳ）分類およびラベル（同セクション４） 

ⅴ）安全な利用のためのガイダンス（同セクション５） 

ⅵ）検査51の概要（付則 VII～XI に規定された項目に従う） 

ⅶ）上記のⅲ）、ⅳ）、ⅵ）および安全評価レポートについて、製造業者または輸入業者により

選ばれた経験のある評価者に見直しを受けたという記述 

ⅷ）実験の提案書（付則 IX および X に従う） 

ⅸ）１～10 トンまでの物質に関し、曝露情報（付則 VI の同セクション６に記載した項目に従う） 

ⅹ）インターネットで公開される化学物質データベースの情報のうち、商業上の理由から公開

したくない情報 

 

ｂ）安全評価レポート 

年間生産／輸入量が 10 トン以上の化学物質に対しては、化学的安全性評価を行い、その

結果を安全評価レポートとして登録の際に提出することが義務付けられている。安全評価レポ

ートは、化学物質を安全に使用できることを示すツールを産業に対して提供する書類である。

化学的安全評価には以下の項目が含まれる。 

 

                                            
51 物質の性状や毒性の把握のために必要な情報の項目は、物質の生産／輸入量や化学的安全評価の必要性

によって異なる（具体的な検査項目については、同規則の付則ＶＩＩ～Ｘ、検査手法については付則ＸＩ参照）。 
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・ 人体の健康に対するハザード評価 

・ 物理化学的ハザード評価 

・ 環境ハザード評価 

・ PBT 物質ならびに vPvB 物質の評価 

 

上記の評価で、当該の化学物質が指令 67/548 に基づく分類で「危険」の基準を満たす場

合、または PBT 物質あるいは vPvB 物質と評価された場合には、さらに以下の項目についての

評価も行わなければならない。これらの２点については登録者のすべての特定された用途を

考慮する必要がある。 

 

・ 曝露シナリオおよび曝露状況の概算の作成を含む曝露評価 

・ リスクの特性 

 

曝露シナリオは、当該の物質がどのように製造され、ライフサイクルを通じて使用されるか、

また製造者や輸入者がどのように人体や環境への曝露を管理または管理を推奨しているかな

どの情報をまとめたものである。これには、適切なリスク管理の方法や、適切な管理を実施した

場合に物質の使用によるリスクが十分制御される操作条件を含まれていなければならない。曝

露シナリオの作成に当たっては、製造者や輸入者自らの用途と、川下ユーザーからの連絡に

基づき製造者や輸入者が行う安全評価に含めることとなる「特定された用途」をすべて対象と

する必要がある。ただし、製造者または輸入者が川下ユーザーに当該物質を販売しないこと

を選択した場合や、健康や環境保護の理由から用途に対する曝露シナリオの作成が不可能

である場合には、用途をカバーする必要はない。また、関連する曝露シナリオは、川下ユーザ

ーや流通業者に提供される安全データシートに添付する必要がある。 

 

なお、調剤中の化学物質については、濃度によって化学的安全評価を行う必要がない場

合がある。 

 

④ 登録費用 

 

登録料は、REACH 施行後１年後に欧州委員会によって規定されることになっている。企業

が単独で登録した場合と、複数の企業が共同で登録した場合とでは異なることが予想される。

また、安全評価レポートが共同で提出された場合には、登録する化学物質の年間生産／輸入

量によって異なる料金が適用されほか、中小企業に対しては軽減される見込みである。 

 

すでに他の企業または複数の企業により登録されている化学物質を登録しようとする登録

者は、共同で提出された安全評価の情報を利用する場合でも、登録費用を分担する必要は



 52

2007 年 2008 年     2010 年  2013 年   2018 年 

6 月 6 月     12 月   6 月   6 月 

なく、各登録者が化学物質機関に対して登録料を支払う。ただし、登録の際、 初に登録した

企業のデータを利用する場合には、共有するデータに対する費用を支払う必要がある。 

 

⑤ 登録期限 

 

登録は、2008 年６月１日から開始される。既存物質については、2008 年６月１日から同年 11

月 30 日まで予備登録が行われる。これによって、同一物質に対する登録者が事前に明らかと

なり、企業間のデータの共有化を促進するとともに、脊椎動物を利用した実験の削減52や、企

業のコスト削減につなげる意向である。これに続く正式登録の期限は、年間生産／輸入量や

有害性の度合いによって 2010 年 1２月、2013 年６月、2018 年６月と段階的に決められている。

新規化学物質は市場流通前に登録が完了している必要があり、この場合、登録は2008年６月

から開始される。 

 

図 2： 化学物質の登録期限 

 

 

１～10 トン 

 

  

  

1,000 トン以上 

100 トン以上の水中毒

性物質 

１トン以上の CMR 物質

 

ECHA

の設立 

 予備登録： 2008 年 

6 月 1 日～11 月 30 日

 

 

 

 

１00～1,000 トン

 

 

 

１0～100 トン 

 

 

出所： ”REACH in Brief (December 2006) ”, European Commission 

 

                                            
52  すでに行われた動物実験によるデータを共有する場合、利用する企業は対価を支払うべきであるとされている。

（”REACH in Brief”(December 2006), European Commission および”Questions and Answers on REACH” 

(February 2007), European Chemicals Bureau による） 
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（２）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」 

・ 書類の登録要件の遵守状況の確認をすることを目的としたもの： 低 5％の書類に対して

評価が行われる。 

・ 実験の提案に対する確認を目的としたもの：過去に同様の実験が行われている場合や質

的に低い実験内容など、不要な動物実験の実施を防ぐために行われる。登録の一部とし

て提出された実験の提案書は、実験が行われる前に確認されることになる。 

 

「化学物質の評価」 

・ 物質の評価：人間の健康や環境にとって危険であると疑われる化学物質について実施さ

れるもので、欧州化学機関が加盟国の所轄当局と協力して行う。また、化学物質のリスクを

基に、評価の優先順位を定める基準が作成される予定である。 

 

書類の評価については欧州化学機関が、また化学物質の評価については、加盟国がそれ

ぞれ 12 カ月以内に評価を完了するものとする。 

 

登録者は、登録期限前にすべての実験を完了していることは義務付けられておらず、提出

する技術文書中に実験の提案書を含めることのみ求められている。このため、欧州化学機関

から、実験の実施に関する許可を受けた後、実験データの提出期限が新たに設定されること

になる。 

 

 

（３）認可 

 

① 認可が必要な物質 

 

安全性に対して高い懸念が示される物質（同規則の付則 XIV に記載53）の使用には、認可

が必要とされる。このような物質には、CMR 物質（発癌性物質、変異原性物質、生殖毒性物

質）、PBT 物質（難分解性・生体蓄積性・有毒物質）、vPvB 物質（分解が著しく困難で生体蓄

積性の高い物質）、その他これらの物質と同様に環境および人の健康に申告な影響を及ぼす

可能性があることが科学的に証明されている物質（内分泌撹乱化学物質等）が含まれる。これ

                                            
53 同規則が官報にて発表された時点では、付則 XIV に物質は記載されていない。 
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らの物質は、量に関係なく認可の対象とされる54。現時点では、このような懸念の高い物質は

900 種と概算されており、REACH 規則の施行により 11 年間でさらに 600 種の物質のデータが

新たに特定され、合わせて約 1,500 種の物質が含まれると見られている。 

 

認可制度は、これらの物質が人体や環境に対して許容できないほどの危険をもたらす場合

や使用し続けることを正当化する理由が他にない場合に、徐々に他のより安全な物質に置き

換えられることを狙いとしている。特に、人体や環境への曝露が非常に限られている場合やリ

スクが適切に管理できる場合もあれば、これらの物質を利用することによる社会経済利益が、

使用によってもたらされるリスクを上回る場合もある。このため、これらの物質の使用に関しては、

認可のための特別な規則が規定されている。 

 

上記の懸念が高い物質のうち、一部の CMR 物質については、製造者が使用によるリスクを

適切に管理することができることを証明できれば認可される。「適切に管理できる」とは、人体

や環境に対して悪影響を及ぼさないレベルを下回る「より安全な閾値」が科学者により確立さ

れている場合を指す。他の CMR 物質や同等の懸念を持ち、閾値が確立されていない物質な

らびに PBT 物質、vPvB 物質については、適切な管理に基づく認可は与えられない。このよう

な物質については、当該物質の使用による社会経済利益がリスクを上回る場合およびより安

全性の高い代替物質や技術がない場合にのみ認可される。 

 

② 認可申請に必要な情報 

 

認可の申請は、化学物質の製造者または輸入者または川下ユーザーが行う。申請に必要

な情報は以下のとおりである。 

 

・ 化学物質の識別（付則 VI のセクション２に従う） 

・ 申請者の名前と連絡先 

・ 認可対象の用途を特定し、必要な場合には調剤に含まれる物質または成形品中に混合さ

れる物質をカバーする認可の要請 

・ 登録の一部として提出されている場合を除いて、付則 XIV に特定されたより懸念の高い物

質の使用により人体および環境に及ぼされるリスクをカバーする安全評価レポート 

・ 代替によるリスクおよび技術的、経済的実行可能性を考慮した代替物質の分析、適切であ

れば申請者によるこれに関連する研究開発活動に関する情報 

・ 上記の分析で適切な代替物質が入手可能な場合には、代替計画（提案された行動に対

する工程表を含む） 

                                            
54 ただし、PBT 物質および vＰｖＢ物質を特定する基準について、欧州委員会は REACH 規則施行後 18 カ月以

内に見直し・更新が行われる。 
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欧州委による 

制 限 

欧州委は、加盟

国の書類に基き

リスク管理、特定

用途の禁止、物

質自体の禁止を

決定する権限を

持つ 

欧州委員会の認可 

認 可 

対象： 

・ CMR 物質 

・ PBT 物質 

・ vPvB 物質 

・ 同様に重大・不可逆

的な効果を有し、認

可なく使用されるべ

きではない物質 

産業界が適正に管理 

できると判断した場合 

（影響閾値を確立できる

CMR） 

産業界が適正に管理 

できないと判断した場合 

（影響閾値がない CMR およ

び PBT、vPvB） 

 
リスク評価の見直し

 

社会経済的利益・ 

代替可能性と 

リスクのバランスを 

考慮して評価 

 

欧州委員会の認可 

不認可 

不認可 

（リスクに対して利益が小さ

すぎ／代替物質が存在） 

 

 

公衆への安全性情報 

顧客への安全性情報 

登 録 

評 価 

加盟国の政府・所管当局： 

書類評価 

・動物実験（義務的） 

・コンプライアンス（追加的）

物質評価 

・リスクの疑い（追加的） 

 

 

年間 1 ㌧超： 
製造者・輸入業者は以

下の情報を収集 
・物質特性 
・特定されている用途 
・安全管理 

手続き終了 

追加情報要請

の可能性 

ほとんどの物質は 

手続き終了 

さらなる規制要
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す
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す
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法
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欧州化学庁（新設）

データベース 

  

このほか、以下の項目を含むこともできる。 

 

・ 社会経済分析（付則 XVI に基づき行ったもの） 

・ 人体および環境へのリスクを考慮しないことを正当化する理由 

 

上記で示すように、認可を申請しようとするすべての企業は代替物質の分析をしなければな

らない。適切な代替物質が特定できた場合には代替計画を、適切な代替物質が特定できな

い場合には、代替物質に関連する研究開発活動に関する情報を提出する必要がある。 

 

図 3： REACH のプロセスの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所： 欧州委員会資料等を基に作成 
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（４）川下ユーザーの義務 

 

川下ユーザーとは、化学物質を工業的に使用するすべての使用者を指し、調剤（塗料な

ど）の調合者や他の工業プロセスにおける油類や潤滑剤のような化学物質の使用者、電子部

品のような加工された製品の製造者などが含まれる。川下ユーザーは、物質の使用に関して、

サプライヤー（化学物質の製造者／輸入者など）から伝達された情報（安全データシート）に基

づいて、安全性を配慮し適切なリスク管理を実施することが求められる。川下ユーザーは、自

らの用途が安全データシートに含まれているかどうか、つまり安全データシートに付属した曝

露シナリオにある条件の下での物質の使用や条件の履行が可能かどうかを調べる必要がある。

これを確実にするためには、川上産業と十分なコミュニケーションをとることが必要である。 

 

川下ユーザーは、サプライヤーに自らの用途を知らせる権利があり、サプライヤーはこれら

の用途を特定された用途として、化学的安全性評価に含めることができる。ただし、川下ユー

ザーは、当該の化学物質の年間使用量が１トン以上の場合で、曝露シナリオにある条件以外

の用途で物質を使用する場合には、独自で安全評価レポートを用意しなければならない。こ

れは、サプライヤーに独自の用途を知らせたくない場合やサプライヤーが人体や環境保護の

理由から特定された用途を安全評価レポートに含みたくない場合ならびに川下ユーザーがサ

プライヤーの曝露シナリオが適正でないとみなし独自で作成しようとする場合などが該当する。

使用量が１トン未満の場合や、安全データシートが要求されない場合、年間 10 トン未満である

ためサプライヤーに安全評価レポートが要求されない場合などは川下ユーザーが用意する必

要はない。 

 

また、川下ユーザーには、前述の安全性に対して高い懸念が示される物質の含有量が重

量比 0.1％以上の製品については、安全な利用ができるよう、製品の受領者に対して十分な

情報（ 低限として物質名）を提供することが義務付けられている。また、消費者から要請があ

った場合には、同情報を 45 日以内に無償で提供しなければならない。 
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２－３．日本の産業界に与える影響・求められる対応策 

 

（１）REACH ガイドライン 

 

① ＥＵレベルでのガイドライン 

 

ａ）REACH 規則施行プロジェクト 

 

REACH 規則の施行に必要とされる方法論やツールならびに技術ガイダンスの開発は、

REACH 規則施行プロジェクト（RIPs：REACH Implementation Projects）として欧州化学品局

（ECB：European Chemicals Bureau）により実施されている。ＲＩＰs55は主に以下の7分野に分か

れており、それぞれの活動は、加盟国や業界、NGO 等の主要ステークホルダーと密に調整し

て行われている。 

 

RIP 1：REACH 手続きの解説 

RIP 2：REACH に関するＩＴシステムの開発 

RIP 3：業界向けガイダンス書の開発 

RIP 4：加盟国の所轄当局向けガイダンス書の開発 

RIP 5/6：欧州化学機関の設立と運営 

全体的なガイダンスパッケージ  

 

以下に、各 RIP の具体的な内容を示す。 

 

RIP 1：REACH 手続きの解説 

これまでに、以下のものが発行されている。 

・ フローチャート（2004 年４月） 

・ 詳細な REACH 手続きの解説（2004 年６月） 

・ REACH に関する Q&A（2007 年２月） 

 

RIP 2：REACH に関するＩＴシステムの開発 

欧州化学機関、加盟国所轄当局、業界・企業、欧州委員会ならびにその他関連するステーク

ホルダーが適切なＩＴシステムと呼応するインターフェースによるサポートを受けることを可能に

することを目的とし、具体的には、以下が含まれる。 

・ REACH ワークフローのＩＴシステムによる自動化 

                                            
55 RIPs の詳細な情報については欧州化学品局（ECB）のウェブサイトを参照 

（http://ecb.jrc.it/reach/rip/） 
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・ REACH 文書のＩＴシステムによる提出 

・ REACH の文書作成・管理についてソフトウェア「IUCLID （バージョン５）56」（バージョン４は

域内ステークホルダー間ですでに導入済み）によるサポート 

・ REACH の非機密データのウェブサイト上（REACH 普及のためのサイト）での公開 

・ REACH-IT および IUCLID バージョン５システムの将来的な修正および発展的メンテナン

スは 適な機関に移管される 

・ 将来的な初期段階のサポート（ヘルプデスク）は 適な機関により運営される 

 

RIP 3：業界向けガイダンス書の開発 

3.1：登録のための技術文書（Technical Dossier）の準備に関するガイダンス書 

3.2：安全評価レポート（CSR：Chemical Safety Report）の準備に関する技術ガイダンス書 

3.3：物質の固有の性状についての情報要件に関する技術ガイダンス書 

3.4：データ共有化（予備登録）のガイダンス書 

3.5：川下ユーザーの要件に関するガイダンス書 

3.6：世界調和システム（GHS：Global Harmonised System）に基づく分類と表示に関するガイダ

ンス書 

3.7：認可のための申請文書の準備に関するガイダンス書 

3.8：REACH 規則条項の要件の履行に関するガイダンス書 

3.9：社会経済分析の実施およびそのための投入に関する技術ガイダンス書 

3.10：REACH における物質の特定と命名のための技術ガイダンス書 

 

RIP 4：加盟国の所轄当局向けガイダンス書の開発 

4.1：文書評価に関するガイダンス書 

4.2：物質評価に関するガイダンス書 

4.3/4.5：物質の付則 XIV（認可を必要とする物質のリスト）への包含（4.3）および評価の優先的

設定に関するガイダンス書 

4.4：付則 XV の文書の準備に関するガイダンス書 

 

RIP 5/6：欧州化学機関の設立と運営 

REACH 規則施行から 18 カ月以内に設立し、その機能が効果的に運営されるようにする。 

 

全体的なガイダンスパッケージ 

上記の RIP1～4 で開発されたガイダンスへのアクセスを可能にするウェブツールの開発。

「REACH ガイダンスウェブサイト」は 2007 年６月１日に開設予定で、以下のものが含まれる予

定である。 

                                            
56 IUCLID5 は REACH 以外の要件にも対応できるようにすることも目的としている。 
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・ REACH の概略説明 

・ RIPs で開発された技術ガイダンス書 

・ 企業が REACH に基づく義務を把握することを助け、その義務を満たすための指南をする

ツール 

 

なお、2006 年 9 月 25 日に、欧州委員会の企業・産業総局、環境総局および共同研究セン

ターは、RIPs の進捗状況に関する情報と啓蒙のためのワークショップを開催した。同ワークショ

ップのプログラムは、特に化学業界の中小企業や川下ユーザー産業等、REACH に基づく義

務を負う立場にあるが RIPsの枠組み内でのREACHガイダンスの開発過程に参加していない

企業および機関のニーズに焦点が置かれた。具体的には、企業の義務と施行に向けたスケジ

ュール、RIPs の概略、IUCLID5 を使った登録書類の作成、製品中の化学物質に関する要件

を満たすためのガイダンス、認可手続き（物質の特定から決定まで）、企業のREACHに対する

準備等が発表された。 

 

ｂ）試験的運用 

 

ガイドラインの開発のほか、REACH の実行可能性を向上させるために、2004 年から 2005

年にかけて、ステークホルダーを含む戦略的パートナーシップにより以下の２つの試験的な運

用が実施された。パートナーシップ自体は自発的なものであり、法的な影響力はないが、これ

らの結果は上記の RIPs で活用されている。 

 

１）SPORT（Strategic Partnership On Reach Testing） 

予備登録から文書評価までの過程をカバーするシミュレーションで、2004 年９月から 2005

年６月まで実施された。同プロジェクトには、化学品製造者 29 社と９加盟国の所轄当局、化学

品の川下ユーザー25 社が参画した。シミュレーションにおける実際の REACH の過程の経験

をまとめ、39 の勧告（recommendation）を含む 終報告書が 2005 年７月に発表された。同報

告書では、製造者や輸入者、川下ユーザーがそれぞれの義務を遂行するためにはガイダンス

やツールが必要であることが指摘された。また、企業と所轄当局の双方において、REACH の

要件を満たすために、コミュニケーションや協力体制、業務の流れ等既存の内部の過程を適

応させる必要があると結論付けた。 

 

２）PRODUCE（Piloting Reach on Downstream Use and Communication in Europe） 

特に化学品を消費者向け製品の原料として使用する川下ユーザーの観点から、予備登録

や登録、評価の過程のシミュレーションで、企業の義務やサプライチェーン内のコミュニケーシ

ョン、協力体制に焦点を置いたプロジェクトで、2005年６月から 12月まで実施された。同プロジ

ェクトは、ユニリーバ社がイニシアチブをとり、欧州委員会の３部門、４加盟国のほか、製造者
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や輸入者、川下ユーザーを含む業界の代表らが参画した。この結果報告書は、2006 年１月末

に開催されたステークホルダーのワークショップで発表され、REACH 施行への対処や業界団

体および同セクターグループの主要な役割等川下ユーザーの特定の利害に関する30以上の

勧告が含まれた。PRODUCE では、このほか、エアー･フレッシュナーや香水、汎用洗剤等の

個々の製品に対する表示要件についても触れている。 

 

ｃ）中小企業向けヘルプデスクの設置プロジェクト SHERPER（SME Helpdesks Experts 

Roundtable Planning their Establishment for REACH） 

 

REACH 規則では、加盟国がヘルプデスクを設置し、製造者／輸入者や川下ユーザー、そ

の他のステークホルダーに対してREACH規則に基づく各々の責務に関するアドバイスを提供

することや、欧州化学機関が化学物質の登録者に対し、登録に関するアドバイスを行うよう規

定している。 

 

2006 年初頭に、欧州委員会のイニシアチブにより、中小企業（SMEs）のニーズに基づくヘ

ルプデスク設置のための 良の施策を特定することを第一の目的とした「SHERPER（SME 

Helpdesks Experts Roundtable Planning their Establishment for REACH）」が発足した。同プロ

ジェクトはコントラクターによって実施され、加盟国所轄当局やユーロ･インフォセンター（EICs：

Euro Info Centres）、業界団体からの 30 人以上の専門家による研究データが投入された。

終的には、ヘルプデスクの設置と維持に関する勧告および中小企業へのアドバイス提供に関

するベストプラクティスの要約、EIC のケーススタディが発表された。 

 

欧州委員会は、同研究結果を基に、加盟国および REACH ヘルプデスクの設立や実施に

関連するまたは関心のあるすべてのステークホルダー（SME を代表する業界団体や SME 向け

サービスを提供する機関・団体等含む）に向けて、2007 年２月 14 日に「SHERPER and beyond 

–Recommendations on how to establish REACH helpdesks」と題したワークショップを現議長国

であるドイツ・ベルリンで開催した。ここでは、同研究結果のほか、現在稼動しているイニシアチ

ブの情報や中小企業向けに開発されたツールの紹介、加盟国のヘルプデスクのネットワーク

構築に関する展望などが発表された。 

 

② ドイツにおける取組み例 

 

 ＥＵレベルでREACH実施へ向けてREACH規則施行プロジェクト（RIPs57）が実施される一方、

各加盟国においても 2007 年６月の REACH 施行へ向けて様々な準備が進められている。ここ

では、加盟国で実施されている REACH 施行に向けた具体的な取組みについて、ドイツの例

                                            
57 ドイツ連邦環境庁によると、ドイツが RIPs のうち特に深く係わっているのは、RIP3 と RIP4 の分野である。 
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を示す。 

 

 ドイツでは、REACH 導入に当たり、コストや手間の点で特に中小企業与える影響が大きいと

して懸念されている。このため、特に中小企業が問題なく導入準備を進められるように、以下

のような取組みを実施している。 

 

ａ）ヘルプデスク設置 

 

連邦、州、業界団体は、ともにウェブ上で REACH を取り扱うサイトを作成し公開している。以下、

現在設置されている REACH ヘルプデスクの中で、主要なものを列挙する。 

 

 化学物質の製造者、輸入者、利用者に向けた情報提供の場として、一般公開型の REACH

連邦ヘルプデスクが設置された。このヘルプデスクは、連邦労働保護労働医学局（BAUA：

Bundesanstalt für Arbeitschutz und Arbeitsmedizin）、連邦環境庁（UBA：Umweltbundesamt）、

連邦リスク評価研究所（BfR：Bundesinstitut für Risikobewertung）、連邦材料研究・試験局

（BAM：Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung）の４機関により共同で設置されたも

ので、各機関より専門家が参加して専門知識や詳細情報の提供を行っている。また、電話に

よるサービスホットラインも設置されている。 

（ http://www.baua.de/de/Chemikaliengesetz-Biozidverfahren/Neue-Chemikalienpolitik/Help

desk/Reach-Helpdesk.html） 

 

上記の連邦ヘルプデスクのほか、州レベルでもREACHへの対応サポートを目的とした各種

ヘルプデスクが設置されている。 

 

・ ノルトライン・ウェストファーレン州による REACH ヘルプデスク 

（http://www.gefahrstoffe-im-griff.de/88.htm） 

（http://www.reach-net.com/1.htm） 

 

・ バーデンビュルテンベルｸﾞ州による REACH ヘルプデスク 

（http://www.reach.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/14270/） 

 

ｂ） 導入ガイダンスの作成 

 

REACH の対象となる企業向けに、連邦政府は REACH 導入のためのガイダンスを作成して

いる。連邦労働保護・労働医学局（BAUA）は、REACH の対象となる企業に向けて、「新ＥＵ規

則 REACH への第一歩（Erste Schritte unter der neuen EU-Verordnung REACH）」と題した 36
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ページにわたる導入ガイドを 2007 年１月に発行した。2007 年６月の REACH 施行に当たり、す

でに現時点で始められる準備や REACH が企業に課す義務の内容などについて、情報提供

を行っている。同ガイダンスでは、REACH とは何か、REACH と自社の関係、呼び登録の方法、

登録義務、川下ユーザーの義務、登録の全体概などの情報を取り扱っている。 

（ http://www.baua.de/nn_52116/de/Publikationen/Broschueren/REACH-Info/REACH-Info-

01,xv=vt.pdf） 

 

 

（２）主要欧州産業団体の対応 

 

① 企業の負担となるコストと事務処理の手間の問題 

 

ａ）ＥＵ域内外の産業が指摘している問題点 

 

REACH導入に当たり、議論が開始された当初から化学品の安全性の証明に責任を負うこと

になる企業が も懸念していたのは、当該企業へのコストと事務処理面などにおける負担の

問題であった。登録や認可にかかるコスト上の理由から、化学物質や化学物質を使用した製

品の生産を中止せざるを得ない企業や倒産に追い込まれる企業が出る可能性があるとして、

REACH から受ける企業の負担を軽減すべく議論が進められてきた。REACH による負担増の

問題は、特に中小企業が直面することになると予想されている。また、ＥＵ域内企業に対してコ

スト負担が増加し、特に域外に輸出を実施するＥＵ化学産業の競争力の低下につながる可能

性についても指摘がされている。主に欧州企業や業界団体などが指摘している REACH の問

題点には、具体的には以下のようなものがある。 

 

・ リスクベースの管理について、当該物質が適切に管理されている場合であっても、代替物

質が存在する場合には、認可申請の際代替計画の提出が義務付けられる。企業にとって

は、手間やコストがかかることになる。 

 

・ REACH は採択されたものの、実際に REACH に該当する企業の数や準備・登録にかかる

コスト、REACH への対応を開始すべき時期などまだ不確定な要素が多い。 

 

・ 初の登録期限は 2010 年となってはいるが、他のどの企業がどの化学物質について予

備登録をしたかが明らかになるのは 2008 年 12 月となるため、コンソーシアムを結成しデー

タの共有をし、場合によっては安全性の調査を行うために与えられている期間は 18 カ月し

かない。このような短期間での対応は難しいとして問題視されている。 
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・ 化学物質や調剤の生産者や輸入者の場合と異なり、成形品の生産者や輸入者の場合は、

REACH との関係が簡単に明らかになるとは限らない。成形品の場合、REACH 基準を満

たしているかどうかを顧客から質問された場合を想定すると、それに回答するには成形品

の組成について理解していなければならないが、これは場合によっては非常に困難な作

業となる。電子玩具を製造しＥＵに輸出している米国の企業を例にとり、この米国企業が

東アジアの各地域から各種部品を調達しているとすると、それらの部品の組成に関する情

報を得るのは大変な作業となる。場合によっては、サプライヤーが企業秘密として組成を

明らかにすることを拒否することも予想される。サプライヤーからのデータ取得が不可能な

場合、成形品を製造する企業は、ＥＵへの輸出をあきらめるか部品の調達元を替えなけれ

ばならないといった事態が生じる。部品数が少ない製品であればそれほど問題にはならな

いかもしれないが、これが自動車など大量の部品から構成される製品となると、問題は大

変複雑なものになる。情報収集に多額のコストがかかることは明らかであり、さらに、成形

品のリスク認知が正しいものであるかどうかの確認も難しい。以上のケースのように既存の

取引関係を維持するのが困難になる場合が想定される。 

 

・ 川上の化学企業が抱える問題として、自社が取り扱う化学品物質が「非常に懸念が高い

物質（SVHC）」として認可や制限の対象となった場合に、その物質を引き続き利用すること

を懸念した取引先の川下ユーザーが、当該の認可対象物質の利用をとりやめ、他の物質

へ乗り換える恐れがある。そうすると、手間とコストをかけて認可されても、実際には顧客は

遠のくという状況が発生することが考えられる。 

 

・ REACH がスペシャルティ・ケミカルを扱う企業に与える影響が特に大きいことが予想される。

スペシャルティ・ケミカルを扱う企業は、多くの種類の物質を少量ずつ利用している場合が

多く、取り扱う化学物質のそれぞれについて、マージンや販売価格を考慮して登録コスト

をかける意味があるかどうかを吟味し判断する必要が出てくる。経済的理由から製造が中

止される物質が多く出ると予想される。川下ユーザーは、それまで利用していた化学物質

が利用できなくなる。 

 

・ REACH では、すでに登録されている物質を利用する場合には、製造者や輸入者には登

録の義務が発生しないことになっているが、REACH が施行する時点では、まだ化学物質

の登録は実施されていないため、成形品の生産者や輸入者は、これらの物質について予

備登録をしなければならない。欧州化学庁が設置され予備登録された物質の情報を収集

した後に、同一物質を予備登録した企業が報告されてみないと、企業にはデータの共有

や「一物質一登録」が可能かどうか判断できない。 

 

・ 企業同士が共同で登録する際のコストシェアに関する規定が定かでない。 
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・ 化学企業は、REACH により生じる負担を化学物質の販売価格に上乗せすることが予想さ

れる。これは、川下ユーザーの原料調達コスト増加につながる。 

 

・ REACH の影響範囲が一般に想定される化学企業よりも広いことが注意点として指摘され

ることが多い。直接化学物質と関係がないように見える企業であっても、川下ユーザーとし

て登録の義務を負う場合も多くある。REACH の準備を適切に進めるためには、専門人員

の配置が避けられない場合も生じる。REACH により企業に課されている義務を正確に理

解し、環境、健康、安全性などの規制に対応するのみでなく、サプライチェーンを広く取り

込んだ対応が必要となるが、これもまた人件費の問題と絡みコスト上昇につながることにな

る。テスト実施にかかる費用は、REACH によってかかるコストの一部に過ぎず、REACH に

対応するため企業に発生する間接的コストの方が明らかに多くなることが予想される。 

 

・ 成形品の生産者や輸入者は、自らが扱う成形品の組成を理解し、構成する物質が曝露す

る可能性があるかについても把握する必要がある。また、廃棄の際に非常に懸念が高い

物質（SVHC）が発生する可能性についても注意を払わなければならない。 

 

ｂ）REACH の中小企業への影響 

 

REACH 導入により特にコスト面での悪影響を受けることを予想した中小企業各社からは、

自らの利害を守るために対策を講じようとする動きが出てきているが、その１つに、2005 年、

REACH 導入に反対を唱えるヨーロッパ内の企業により結成された「OBJECTION」というロビー

組織がある。ドイツ企業を中心にＥＵ内の企業から構成される同組織は、中小企業の利益を守

るために活動を続けており、サポート企業は約 330 社に上る。REACH の実施に伴い中小企業

が具体的に受けるコスト面での影響について、同団体は、実際に影響を受ける企業の例を挙

げてその問題点を明らかにしている。以下、中小企業が受けることが予想されるコスト面での

負担について具体的な例を挙げる58。 

 

ジョン・ホッグ・テクニカルソリューションズ有限会社（John Hogg Technical Solutions Ltd）は、

英国マンチェスターに本社を置く中小企業で、英国、ギリシャにおいて液体染料を生産し国際

的な石油産業へ向けて販売を行っている。「REACH 施行によって受ける被害は非常に大きく、

具体的には、年間の売上の 低 16％が REACH への登録に費やされることになる。この額に

は、通常ビジネス競争力維持のために使用されている内部資金の流用は含まれていない。」 

 

                                            
58 REACH 施行により中小企業が受ける被害について以下に引用した５社のコメントは、2006 年 11 月時点のもの

となる。 



 65

Bozzetto 社は、多国籍に活動するイタリアの中企業で、繊維産業向けに 500 種の化学製品

を生産している。同社は、175 種の単体物質を使用し、年間売上高は 5,000 万ユーロとなって

いる。Bozzetto 社により生産されている物質のうち、登録と認可が必要となる物質は 35 種類に

上り、それにかかるコストは 500 万ユーロになる見込みである。この額には、代替物質利用によ

り発生する追加費用は含まれない。「このような費用のためにお金を貸してくれる銀行などある

と思いますか？また、それによって 30％程度も増加したコストを負担したいと思う顧客がいると

思いますか？」と同社の技術コンサルタントである Peter Hardt 氏は疑問を投げかけている。 

 

Morchem,S.A.は、スペインで化学品ビジネスを営む中規模の家族経営企業であり、業者向

けに接着剤とコーティング剤を生産している。同社の製品の約 50％はＥＵ域外国への輸出向

けである。REACH 導入に伴い使用原料価格の上昇が予想される中で発生する追加コストは

同社の存在自体まで脅かすほどの脅威となっている。「このような状況では、もはや競争力を

維持すること自体が不可能であり、業務移転または業務の閉鎖を余儀なくされてしまう。」と同

社代表の Helmut Schaeidt 氏はコメントしている。 

 

ドイツのフォスター・ケミカルズ有限会社（Foster Chemicals GmbH）は、表面加工用化学物

質の生産・販売を主要業務としている。同社が少量利用している化学品物質を、REACH が定

める基準を確実に満たすようにすると、必要経費が 25％以上も増加することになる。REACH

によるコストの上昇に伴い、社内で特に被害を受けるのは R&D 部門の予算となる。「当社の販

売事業は主に R&D に基づくものであり、現状のまま REACH が採択された場合、我々のような

小企業は、存続の可能性を見出せなくなる。」と、同社代表の Gadi Cegla 氏は懸念を示してい

る。 

 

ヴァコル有限会社（Wakol GmbH）は、家族経営のドイツ中企業で産業用接着剤とシーリン

グ剤を世界各国へ輸出している。同社は、REACH 施行により現在利用している原料の 50％

程度が利用できなくなる可能性が高いと予測している。それに伴い利用できなくなる物質を補

うための組成変更が必要になるが、その組成変更には売上高の 28％のコストがかかることが

予想される。一部のスペシャルティ・ケミカルについては、生産中止に追い込まれてしまう可能

性が高い。 

 

前述の５社は一部の例に過ぎないが、このように化学物質や調剤、成形品を取り扱う中小企

業は、REACH 導入により大きな打撃を受けることが予想される。中小企業が REACH への対

応に際して持つ不安は非常に大きいことが見てとれる。 

 

ｃ）中小企業負担軽減のための措置 
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REACH 導入により生じることが予想される企業のコスト負担の問題をどう取り扱うかという問

題は、REACH 導入を巡って行われた議論の核となる部分であったが、議論の結果、REACH

は当初の案と比較すると企業の利益を守る方向でシフトしてきており、企業、特に中小企業の

負担を軽減するような措置が各種導入されるにいたった。大企業と中小企業では、資金・技

術・人材面での差は大きく、REACH 規則に従うことで中小企業が受ける負担は大企業より大

きくなる。採択された REACH では、大企業と中小企業の利害のバランスを考慮し、中小企業

にかかるコスト負担が大きくなりすぎないよう注意が払われている。 

 

中小企業の多くは川下ユーザーとなるため、REACH は川下ユーザーに対する負担を軽減

するよう工夫がなされている。中小企業の場合は、総じて年間１～10 トンレベルの登録が多い

と考えられるが、それらの企業に対しては、REACH 施行後 11 年間は登録の義務が生じず登

録料についても優遇される。１～10 トンレベルの生産者に対して要求される情報の度合いは

生産量の多い物質と比較して軽減されており、安全評価レポートの作成が必要ないなどの優

遇措置がある。具体的には、以下のような中小企業優遇策が施される。 

 

・ 研究開発を目的とする化学物質に対する免除が拡大され、特にスペシャルティ・ケミカル

分野における革新への意欲がそがれることのないよう配慮がされている。製品およびプロ

セスの研究開発に使用される物質（PPORD：product- and process- oriented research and 

development)に対する検査要件は免除される。研究目的で使用される１トン未満の物質に

ついては、当然のことながら登録は必要ではない。 

 

・ 現状の規制では、年間 10ｋｇから登録が必要であるのに対し、REACH では年間１トン未満

は登録の必要がない。これもまた、生産量の少ない中小企業の負担を減らすことにつなが

る。 

 

・ 情報要件の達成には複数の方法が設定されており、中小企業が検査費用の負担を回避

するための１つの手段となる。曝露管理により、登録時に提出する情報を軽減することも可

能となっており、中小企業がテスト実施を回避する助けになる（付則 XI.３）。 

 

・ 現行の規制にあるような数年の合計量で一定量を超える場合にも情報提出が必要になる

という規制は削除された。少量を長年にわたって製造する中小企業の負担が、これにより

軽減される。 

 

・ 同一物質の登録には、予備登録プロセスに参加するほかの登録予定者とデータを共有し、

情報収集負担と発生するコストを軽減することが可能となっている。 

 



 67

・ 物質の登録に際しては、コンソーシアムを形成し共同で行うことが推奨される。書類作成な

どのコストを企業間で分担することで中小企業にとっては相当な費用負担の軽減が可能と

なる。 

 

・ 中小企業向けに減額した登録料が設定される見通しである。 

 

・ １～10 トンの物質については、化学的安全性評価（CSA）が必要とされない。 

 

・ 動物実験データの強制的な共有のほか、その他のデータについても共有することができ

るようになっており、登録が必要な中小企業にはメリットとなる。 

 

そのほか、特に川下ユーザー向けの負担軽減措置として以下のような対策が講じられること

になった。 

 

・ 登録の際、化学物質を登録する生産者あるいは輸入者は、すべての特定された用途につ

いて記載しなければならない。川下ユーザーは、サプライヤーに対して用途を報告してい

る場合については課される負担が軽減される。（ただし、川下ユーザー自らが利用する化

学物質の用途を明かさずに機密として扱うことを選択した場合は、安全評価を実施する義

務を負うことになる。） 

 

・ 川下ユーザーが１年間で１トン未満の化学物質を使用する場合には、原則的に安全評価

レポートは必要とならない。 

 

・ コストと時間のかかるプロセスの回避のため、１つの化学物質に対し１度認可された場合は、

認可の条件が維持される場合に限り、認可が付与された企業の顧客となる企業も使用す

ることが可能となる（第 66 条）。 

 

上記のような措置に加え、欧州委員会は、REACH ガイダンスの作成およびソフトウェアツー

ルの開発を通じて中小企業が REACH により課された義務を果たせるようサポートしている。 

 

ｄ）欧州業界団体の REACH に対する見解 

 

欧州化学工業連盟（CEFIC）、ドイツ化学工業会（VCI）、英国化学工業連盟（CIA）、ドイツ

機械工業連盟（VDMA：Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau）などの欧州の各種

産業団体は、REACH が 終的に企業の利益を考慮する方向で欧州委員会より白書が提出さ

れた時点と比較して大幅に企業に憂慮する形で改定されたのを受け、REACH に対しては細



 68

かい点を除き概ね満足であるという見解を示している。ドイツ化学工業会（VCI）は、REACH 採

択後の 2007 年２月に、「REACH の評価」と題して、REACH の各ポイントについての見解を示

すポジションペーパーを提出したが、その中でも企業に有利なる方向で改正されたポイントを

指摘して、REACH の採決を歓迎している。ただし、指令形成の過程で上記のような措置がとら

れたとはいえ、REACH 運用を前に企業が抱える問題が解決されたというわけではない。以下、

REACH の導入が決定した後の各業界団体や企業の反応や、指摘されている問題点および

導入の影響について述べる。 

 

ドイツ化学工業会（VCI）による指摘 

REACH 規則の立法過程で、欧州委員会が提出した白書と比較すると、化学産業界にかか

る負担は大幅に軽減された。しかし、ドイツ化学工業会（VCI）の推定では、今後追加で実施す

る検査と８万件を超えると予測される登録に 20 億ユーロ以上の負担がかかることが予想される。

多くの化学物質や成形品の場合、元からマージンが低く設定されていることもあり、REACH に

よってかかる費用を負担できず、結果として５～10％程度の化学物質が製造中止になると VCI

は予測している。また、そうした化学物質を利用して調合や加工を実施している企業に対して

もその影響の余波は避けられない見込みで、調合や生産過程自体を変更する必要も出てくる

など、REACH の二次的損害が発生する可能性もある。 

 

さらに、REACH が実際に企業により実施可能かどうかという点も懸念されている。特に、登

録の基準やリスク評価、サプライチェーン間のコミュニケーションは複雑になっており、詳細で

専門的な知識が必要とされる。中小企業は、特に対応の負担に耐えられるかどうか不安が残

る。ただ、中小企業に多く当てはまるとされる年間生産量１～100 トンの物質について登録義

務が発生するのは 2018 年となっている。もし規則に規定された加盟国の定期的報告と検討の

義務により、欧州化学機関と欧州委員会がコスト効率や実用性について問題点を認めた場合

には、それを修正する時間が残されているといえる。 

 

欧州化学流通連盟（FFCC：The European Association of Chemical Distributors）による指摘 

安全評価レポートの提出が年間生産量 10 トン以上の化学物質に対してのみ課せられると

いう規定とデータ機密の向上に関する妥協の成立については、FFCC は肯定的に受け止めて

いる。しかしながら、FFCC の見解では、引き続き REACH の施行に関しては問題点が多く残る。

生産量に応じたコストの分担制度に中小企業や輸入者も入れるような仕組みの構築を呼びか

けている。 

 

ドイツ機械工業連盟（VDMA）による指摘 

REACH が資本財産業に与える負担を懸念して、川下ユーザーの中でも影響力の強い

VDMA は、ドイツのその他の業界団体と協力し機械産業や経済全体が受ける悪影響を抑制
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すべくロビー活動を実施してきた。機械産業が受ける打撃が産業立地としてのＥＵの製造業全

体に与える悪影響について説明し、川下ユーザーの状況も考慮するよう話し合いを続けてき

た。2006 年 12 月に欧州議会と理事会で可決された REACH は、こうした産業界の意向を反映

した内容であり、VDMA もそれについては歓迎する意向を表明している。 

 

VDMA の今後の活動の焦点は、指令内容に関する議論から REACH 実施へ向けての準備

と対応に移ることになる。機械業界が REACH 施行により受ける具体的な影響として VDMA は

以下の点を指摘している。 

・ 一部の化学物質の生産停止の可能性 

化学物質の生産者または輸入者が、化学物質や調剤の登録を例えば経済上の理由から

実施しないあるいはできない場合、その物質はＥＵ域内市場から消えることになり、川下ユ

ーザーは、これまで利用していた物質が利用できなくなる。この場合、調剤を生産する企

業は調合の変更を余儀なくされ、製品自体が違う特性や効果持ったものに変わってしまう

可能性がある。また、コスト面でも負担となる。これにより、付加価値生産チェーンの次の段

階の川下ユーザーにも影響が及ぼされることになる。 

 

・ 企業秘密が明かされてしまう点 

化学物質を使用し続けるには、化学物質利用の用途を登録者に明らかにする必要がある。

物質の用途について競合メーカーなどに対して企業秘密を明かすことになり、化学物質

の利用者である川下ユーザーが不利益を被ることになる。用途を明かさないことを選択す

ると、川下ユーザーには自ら利用の安全性を証明する義務が発生し、コスト負担が大きく

なる。 

 

・ コストの上昇 

川下ユーザーで REACH が課す義務を問題なく果たすことができる企業は少ないのが現

状で、REACH 対策として人員を配置したり、外部からノウハウ提供を受けたりするなどの

追加コストが予想される。 

 

・ ＥＵ域内の生産が被る不利益 

ＥＵ内の製造者は、REACH 規則が定める基準に基づいて生産された化学物質と調剤を

使用して製造することになるが、ＥＵ域外の企業からの輸入成形品については、その製造

工程は対象とならず、意図的に放出される、あるいは放出が予想される物質に対してのみ

規制が課される。製造工程とその際に利用される物質や調剤については、ＥＵ域内の規

制とは違い制限を受けない。言い換えると、ＥＵ域内と域外の企業で製造工程に関する基

準に差別が生じることになり、ＥＵ域内企業は不利益を被る。 
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② ＥＵ域外の国から指摘されている問題点 

 

REACH 規則が採択され、その導入へ向けて各企業も準備を迫られることになるが、前述し

たようなREACHの対象となる企業すべてに該当するような問題点とは別に、ＥＵ域外から化学

物質や成形品をＥＵ内に輸入する企業が直面すると指摘されている問題もある。ＥＵ域外国か

らは、REACH が化学物質や成形品をＥＵ域内へ輸出する企業にとっての貿易障壁の１つとな

るとして、批判の声も上がっている。欧州化学品局（ECB）は、REACH は域外企業に差別にな

るような規制ではないとしてその問題の存在自体を否定しているが、情報量の少なさなどから

ＥＵ域外企業は漠然とした不安を抱えているというのが現状である。 

 

実際、自らが化学産業であると自覚していない企業であっても REACH に該当する企業は

多い。英国に拠点を置き REACH 規則への対応に関してコンサルティング業務を実施する

TSG ヨーロッパの Dr. Louis Wyness 氏は、米国などＥＵ域外の企業が REACH から受ける影

響は大きいとして早期対応を呼びかけている。米国の業界団体である米国化学工業協会

（ACC：American Chemical Council）は、REACH 規則が採択されたのを受け、この規則は「実

行不可能」であり、不必要に貿易とイノベーションを抑制すると否定的なコメントを述べている。

以下、特に域外企業が直面することが予測される問題点を挙げる。 

 

・ 登録の際に生じる可能性のある問題点 

ＥＵ域外の輸出企業にとっての重要なポイントとして、域内の企業だけが REACH の登録企

業になることができる点が挙げられる。域外の企業がＥＵに輸出をする場合は、ＥＵ側の輸入

業者が登録義務を果たすようにアレンジするか、第三者機関（コンサルティング企業などを含

む他の機関）に現地の代表者として、責任の遂行を代理に実施してもらうことになる。域外から

化学物質等を輸入している業者は、登録や安全評価に関して責任を負うことになるのを避ける

ため、ＥＵ域外から域内の取引先へ乗り換える可能性もあり、輸出を行う域外企業にとっては

現在の懸念材料となっている。 

 

・ コンソーシアム結成に当たっての問題点 

化学物質の登録に際しては、企業が単独で登録するほかに、他の企業とコンソーシアムを

組んで共同で登録することも可能とされているが、その際、ＥＵ域外の企業が孤立してしまう可

能性が指摘されている。コンソーシアムを結成することで、企業は登録にかかるコストや情報収

集などの手間を軽減することができるが、この利点を現地の市場についての情報に乏しいＥＵ

域外企業が受けることが難しいとされる。コンソーシアムの結成に失敗すると、コスト負担はさら

に大きいものになってしまう。 

 

ここで指摘されているような REACH が域内への輸入企業を阻害するような側面を持つとい
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う点に関して、欧州化学品局は、前述したようにその問題の存在を認識していない。欧州化学

品局はあくまで REACH が域外企業からの貿易を阻害するような要素はないという立場である。

したがって、潜在的な貿易不均衡の問題に対して問題回避のための措置がとられる予定は現

在のところないと思われる。 

 

③ 産業団体や個別企業による対応策 

 

ａ）各国業界団体の対応状況 

2007年６月１日からREACH規則が施行されるのを受け、ＥＵレベルや加盟国レベルの対応

と平行して、各種業界団体も、加盟企業に対し早期からの準備を促すなど情報提供に努め

REACH への対応に向けて準備が進められている。以下に、REACH 実施への準備として各種

業界団体や個別企業が実施している REACH 導入へ向けての準備状況についてまとめる。 

 

REACH 指令は、800 ページを超える大変複雑な規則であるため、ＥＵや加盟国レベルだけ

でなく関連する業界団体も REACH の対象となる企業へ向けて積極的な情報提供活動を展開

し、REACH 施行へ向けての準備を進めるよう呼びかけている。特に、化学産業の強いドイツで

は、複数のヘルプデスクが設置され、REACH 導入に際して多くの不安を抱える企業の支援す

るために国や州レベルとは別にガイドラインを作成するなどの措置が施されている。さらに、ワ

ークショップやセミナーも盛んに開催されている。 

 

欧州化学工業連盟（CEFIC：European Chemical Industry Council） 

欧州化学工業連盟は、企業の REACH 規制対応を支援する目的で独立サービス組織

「REACHCentrum」を設立している。サービス内容は、電話によるヘルプデスク、REACH 指令

に関する質問の対応、業界コンソーシアムの管理や企業連携の促進支援、個別企業向けのコ

ンサルティングサービス、登録サービス、認可登録手続きサービス、データ管理サービスなどと

なっている。会員でなくてもサービスを受けることが可能で、提供されるサービスには無料と有

料のものがある。そのほか、ワークショップの開催や、ニュースレターの発行など REACH 導入

準備を積極的に支援している。 

（http://www.reachcentrum.org/） 

 

以下には、参考までに欧州の業界団体が実施している情報提供を目的とした取組みの一

例として CEFIC が 2007 年３月に実施したワークショップの概要を紹介する。 

 

2007 年３月８日、９日と２日間にわたりブリュッセルで開催された同ワークショップは、基礎編、

詳細編に分かれ、参加費（外税）は１日で 600 ユーロ、両日では 1,000 ユーロであった。基礎

編の対象者は、中小企業および川下ユーザーであり、REACH 施行の背景および要件への理
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解を深め、参加企業の REACH 導入準備促進を目的とする。理論と実践を効果的に組み合わ

せたワークショップでは、CEFIC 所属の専門家が講師を勤める。この講師全員が、REACH 規

則の草案に関わるなど、同指令の実現可能化に尽力しており、そのような専門家から直に手

ほどきを受ける絶好の機会となった。基礎編のプログラムは以下のとおりである。 

 

・背景への理解 

REACH 施行決定の理由や、REACH 施行に伴い、従来の規制への影響を説明する。 

・REACH の要件は何か？ 

指令により影響を受けるのは誰か、何を、いつまでに実施しなければならないか、製造業者・

配合業者・輸入業者・中小企業・消費財製造業者には、どのような影響があるのかなどの疑

問に答える。 

・導入へ向けての準備 

REACH 導入に向け、企業は今、何をすべきか、遣り残していることは何かを明確にするととも

に、支援やガイダンスの提供先を紹介する。 

・導入計画の準備 

ＩＴに関わる要件、顧客やサプライヤーからの情報収集について解説する。 

・優れた実践法 

参加者による REACH 導入の準備活動に関する情報を共有する。 

 

 詳細編では、さらにREACHの詳細について解説し、 新のREACH施行プロジェクト（RIPs）

に基づき、ガイダンスの解釈方法に焦点をあてる。また REACH 導入に伴い必要となるＩＴイン

フラについての実践的な理解を深めることとなる。詳細編のプログラムは下記のとおりである。 

 

・規制の詳細について 

予備登録および登録、データ共有（業務上の機密をも含む）、評価、承認について解説す

る。 

・ガイダンスの解釈 

欧州委員会は REACH 実施プロジェクトを立ち上げ、技術面での詳細なガイダンス文書の開

発を行っている。同ワークショップでは、全プロジェクトの動向を概説し、導入計画に関するガ

イダンスの解釈について実践的なアドバイスを提供する。登録時期の決定、コンソーシアム

の形成、顧客からの曝露データ収集についても解説する。 

・ＩＴシステムおよび要件の理解 

REACH は、新しいＩＴデータベース IUCLID V を用いて導入される。企業内でどのようにこの

データベースが使われるのか、自社のＩＴシステムにどのように導入すべきか、詳細に解説す

る。 

・実例およびケーススタディ 
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参加者による準備活動に関する情報を共有する。 

 

ドイツ産業連盟（BDI：Bund Deutscher Industrie） 

ドイツ産業連盟は、REACH 施行を前に当該企業を支援する目的でヘルプデスクを設置し

た。REACHヘルプデスクでは、企業がREACH導入へ向けて準備を実施するに当たって必要

となる情報が包括的に提供されている。大まかな概要に限らず、詳細についての説明もされて

いる。REACH 指令が可決された現在も情報のアップデートが随時進められており、 新のア

ップデートは 2007 年３月 12 日に実施された。Q&A や用語リストなどもあり、他の団体やヘルプ

デスクなどへのリンクも充実している。 

（http://reach.bdi.info/） 

 

ドイツ機械工業連盟（VDMA：Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau） 

ドイツ機械工業連盟は、REACH 導入へ向けてのヘルプデスクは設立していないものの、

REACH 対応のため専門人員を配置し、施行へ向けて会員企業に対しての情報提供活動や

サポートの提供を実施している。特に、川下ユーザーである資本財産業と REACH との関わり

に焦点を絞った活動が特徴的である。 

 

2007 年１月 18 日には、「REACH インフォメーション・デー2007（REACH Infotag 2007）」と

題し、機械産業メーカーなどの川下ユーザーに焦点を絞った情報提供セミナーも開催した。

同セミナーには、130 人が参加した。2007 年３月 20 日には、会員企業を対象とした REACH 準

備の経験談についての情報交換セミナー「Erfahrungsaustausch Qualität-Umwelt-REACH」を

開催する予定にしている。 

 

さらに、VDMA は、REACH 規則の施行へ向けた川下ユーザー向けの情報提供冊子「新規

ＥＵ化学物質規制 REACH－資本財に化学物質および調剤を利用する川下ユーザー向け情

報（28 ページ：ドイツ語）」を公表している。 同冊子では、REACH の概要について説明するに

とどまらず、REACH成立にいたるまでのVDMAの取組みや川下ユーザーに課される義務、物

質インベントリーを作成する際の注意事項や REACH が施行されることにより及ぼされる具体

的な影響などについて分かりやすく説明されている。 

（http://www.vdma.de/wps/wcm/resources/file/eb39d005eb462fc/VDMA-REACH-Broschue

re.pdf） 

 

ドイツ化学工業会（VCI：Verband Chemischer Industrie） 

ドイツ化学工業会は、会員企業向けに幅広く情報提供とサポートシステムを構築中である。

「化学報告（ChemieReport）」や定期的に実施される情報セミナー、会員企業向けのヘルプデ

スク「VCI-Extranet」を通じ、VCI は REACH に関する 新の情報を幅広く提供している。
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「VCI-Extranet」のサービスは会員企業向けのサービスとなるため、一般には非公開となって

いる。また、ダイアログプラットフォームを立ち上げて、会員企業同士でも同テーマについて、

情報交換できるようにしている。 

 

2006 年７月、ドイツ化学工業会は、16 ページにわたる会員企業向けの REACH 導入準備ガ

イダンスを発表した。REACH 導入へ向けて REACH の概要を分かりやすく説明するとともに、

該当企業は具体的にどのような準備を進めたらよいかについて簡潔に解説している。同ガイダ

ンスはウェブ上でダウンロードが可能である。 

（http://www.vci.de/Chemikalienpolitik/Default2~cmd~get_dwnld~docnr~118774~file~REACH

_kommt.pdf.htm） 

 

化学工業協会（CIA：Chemical Industries Association） 

英国化学産業の業界団体、化学工業協会（CIA：Chemical Industries Association）は、

REACH に対応するため、「REACHReady」を設立した。REACHReady は、REACH 関連サービ

スを提供する機関で、登録会員企業へのサービス提供やウェブサイト上での情報提供などを

行っている 。中小企業から多国籍企業にいたるまであらゆる産業セクターの企業を対象に

REACH に関するサポートを提供する。 

（http://www.reachready.co.uk） 

 

サービスを受けるには、登録（無料）が必要となる。会員にはシルバー会員とゴールド会員

の２種類があり、シルバー会員は無料、ゴールド会員は年会費 200 ポンド（付加価値税別）とな

っている。ゴールド会員のみを対象としたサービスも多く、より充実したサービスを受けるため

には年会費の支払いが必要となる。REACHReady が提供するゴールド会員向けサービスには

以下のようなものがある。 

 

・ REACHHelpdesk（ヘルプデスク）：ゴールド会員のための電話での問い合わせ、アドバイ

ス提供サービス。月曜から金曜日までの９時から 17 時まで、専門家が REACH についての

質問を受け付けている。REACH に関するあらゆる質問に答え、いつ何をしたらよいか、製

品流通網のどの部分にどのように REACH が影響してくるか、などのアドバイスも提供する。

シルバー会員には、ウェブサイト上の「よくある質問（FAQs）」のページで情報を提供して

いる。 

・ REACHScope：自社の扱う製品や特定の物質が REACH の化学物質の適用範囲内のもの

かどうかを特定できるツール。質問に答えていくとこれが分かる使いやすいデザインとなっ

ている。 

・ REACHReckoner：REACH 導入による事業体系の変更に対応するためのツール。製品ポ

ートフォリオのスクリーニング、新たな環境下でのビジネス・マネジメントを助ける。 
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・ REACHMachmaker：REACH 導入により発生する責務遂行を費用効率的に行うためのツ

ール。 

 

上記に紹介したような各種業界団体の会員企業に対するヘルプデスク設置、ワークショップ

の開催などによるサポート提供とは別に、REACH 導入を前に業界団体が主導となって

REACH への対応に専用的に取り組む組織が設立された例もある。 

 

ReFaC（REACH Facilitation Company）の設立 

英国では Whyte Group, Ltd.が他の化学品製造・流通各社と共同で REACH 実施に向けて

取り組むために ReFaC を設立した。ReFaC は、産業界が産業界のために立ち上げた独立系

企業であり、特に REACH 導入に際してコスト面および事務手続き面での不安の多い中小企

業に対して、コスト効率の高い解決策を提供することを活動目的としている。代表者は、Whyte 

Chemical および Whyte Group の代表を務める Melvyn Whyte 氏であるが、同氏は、CBA59

（Chemical Business Association）の REACH タスクフォースの議長も務めている。 

 

サービス提供の対象はＥＵ域内企業に限らず域外企業も含めて幅広く設定されており、ま

た、化学品製造者から流通業者（Distributor）、サービスプロバイダー、川下ユーザーまでが

対象となる。ReFaCが提供するサービスの対象となるのは、予備登録、コンソーシアムの結成、

ビジネス上の機密情報の保護、検査サービスの提供、会員企業に代わっての中央エージェン

シーとの交渉となっている。ReFaC は、英国企業から注目を浴びているだけでなく、中国、日

本、インドの企業からも関心も高まってきている。 

 

現時点での ReFaC の株主は、Azelis、S.Black、Cornelius、Gelpke ＆ Bate、Marlin、

Multisol、Newport Industries、Stort Chemicals、Tennants、Whitchem、Whyte Chemicals の各

社となっている。株主になるには、 低 5,000 ポンドの投資が必要になると決められているが、

ほぼすべての株主企業は ReFaC の立ち上げに１万ポンドを投資している。株主企業は、

ReFaC が提供するサービスを優待料金で受けることができる。さらに、ReFaC は会費として年

間 250 ポンドを申し受けている。ReFaC に支払う料金は登録物質ベースとなっており、提供す

るサービスにかかった時間とその内容に応じて料金が課されることになる。ここで重要なのは、

ReFaC がコンサルティングサービスを提供するクリアリングハウスではなく、また、コンサルティ

ング手数料を徴収するわけでもないという点である。ReFaC は、顧客およびサービスプロバイ

ダーに対して同社以外からのサービスの利用を制限することもしていない。 

 

ReFaC の連絡先は、以下のとおりとなる。 

                                            
59  以前は BCTDA（British Chemical Distributors and Traders Association）であったが、2006 年に CBA に改名さ

れた。 
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電話：+44-2083713903 

E-mail：refac@chemical.org.uk 

 

コンソーシアム ChemSortia の設立 

米国ワシントンの業界団体、「合成有機化学製造者協会（SOCMA：Synthetic Organic 

Chemical Manufacturers Association）」は、REACH 規制導入に当たり必要となるサポートを提

供する目的でアドバイザリーグループを設置した。ChemSortia と名付けられたコンソーシアム

が提供するサービスは、代替品開発を支援するための代替分析、要求されるテストの実施や

モニタリングを受託するラボ、登録をサポートするためのリスク分析プログラム、業務上の機密

情報の取扱い、企業が協働する上で必要となる反トラストガイダンス、業界のメッセージを伝え

るための広報活動、参加企業の価値を高めるような教育とネットワーキング機会となっている。 

 

 ChemSortiaは、オランダ、ヘルトゲンボッシュにあるコンサルティング企業NOTOX社とパート

ナー契約を結び、コンソーシアムの会員向けに REACH 規制に対応するためのサポートを提

供している。ChemSortia により、化学業界は効果的にリソースを蓄積し、規制への準拠、代替

物質の研究開発計画、リスク分析、欧州、米国連邦政府およびその他諸国に向けたモデリン

グへの取組みが可能となる。なお、ChemSortia のサービス対象企業には、SOCMA 会員企業

に限らず、費用対効果のよい REACH 規制導入への対応およびコンプライアンスを希望する

企業も含まれる。 

 

ｂ）企業の対応および準備状況 

 

大企業の中には、すでに積極的に REACH 導入へ向けての準備を進めている企業も存在

する。ユニリーバ社（Unilever）は、REACH を概ね支持する姿勢を見せている。同社は、

REACHの実行可能性を向上させるためにステークホルダーを含む戦略的パートナーシップを

構 築 し て 試 験 的 に 運 用 さ れ た 「 PRODUCE （ Piloting Reach on Downstream Use and 

Communication in Europe）」のイニシアチブをとり、川下ユーザーの観点から REACH の実行

可能性についての調査の実施にも積極的に取り組んだという経緯がある（（１）①ｂ）試験的運

用参照）。 

 

オーストリアに本社を置くスペシャルティ・ケミカル企業コグニス（Cognis）社は、社内の異な

るビジネスユニットの代表者から構成される REACH プロセスチームを新規結成した。同社は

定期的にビジネスパートナーや顧客と共同でミーティングを開催し、積極的に REACH の準備

を進めている。 

 

また、アメリカのミシガンに本社を置く大手化学企業であるダウ・ケミカル・カンパニー（Dow 
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Chemical Company）は、これまで効果的で実行可能な REACH の法的枠組みの成立に尽力し

てきたが、今後は REACH 実施へ向けての準備の 適化に焦点をシフトし、ビジネスの妨げと

なる要素を 小限に抑えるよう活動する意向を示している。ダウ・ケミカル・カンパニーは、製

品のテストやリスク説明、報告書作成のためのコストの増加が予測されるとしながらも、産業パ

ートナーと協力してできる限り重複作業を減らし、指令の施行による財政的な負担を軽減でき

るよう準備を進めている。同社の製品の中にはＥＵの REACH 規則の認可の対象となることが

予想されるものもあるが、そのような物質の使用と申請について適切なリスク管理の水準を提

示して行くことが可能であると述べている。 

 

オランダのアクゾノーベル（Akzo Novel）社は、REACH を脅威ではなくビジネスチャンスと捉

えており、すべてのビジネスユニットを対象としてサポートを提供する「REACH 専門センター

（REACH Eｘpertise Ｃｅｎｔｅｒ）」を設立した。さらに各ビジネスユニットにそれぞれ REACH 委員

会を設置し REACH への対応準備を進めている。 

 

上記のような個別各社の対応と平行して、すでにコンソーシアムを設立する動きも出始めて

いる。ニッケル製造各社は、2007 年１月 23 日に金属サプライチェーンの主要プレーヤーを取

り込んで、先駆的に３つのコンソーシアムの立ち上げを発表した。これらのコンソーシアムには

金属と非有機化合物の生産者、輸入者、川下ユーザーが加わっており、データと経験の共有

を通じて共同で REACH に対応することになる。他の物質についても欧州金属工業連盟

（Eurometaux）の傘下でコンソーシアムの設立はすでに計画されているものの、このようなイニ

シアチブの設立は、金属業界では初となる。コンソーシアム内でのデータ共有は、物質の重要

性や機密性の度合いにより個別に制限されることになる。ニッケル製造者の 85％に当たる 15

社が正式承認を受けるための話し合いに参加中である。 

 

ｃ）REACH 関連のコンサルティングおよびサービス提供事業 

  

業界団体が組織するREACHサポート組織とは別に、民間レベルでは営利を目的としたコン

サルティングサービスを提供する企業が多数存在する。REACH 施行を新たなビジネスチャン

スと捉えた積極的な活動状況が見受けられる。ワークショップの開催などを含め、REACH 全般

に係わるサービスが提供される。以下にその例となる企業を紹介する。 

 

・ チバ・スペシャルティ・ケミカルズ（Ciba Specialty Chemicals）社（スイス） 

プラスチック添加剤やコーティング機能剤などの生産者であるスイスのチバ・スペシャルテ

ィ・ケミカルズ社は、輸入者や川下ユーザー向けに REACH 施行準備に関する専門的サ

ービスの提供を開始した。有料のワークショップなどの企画、運営も行っている。 
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・ デロイト・トウシュ・トーマツ（Deloitte Touche Tohmatsu） 

大手会計事務所であるデロイト社は、デロイト REACH コンピタンスセンターを立ち上げ、

製造者・輸入者・川下ユーザーに対してコンサルティングサービスを提供している。

REACH に対応するための戦略構築のサポートを行う。 

 

ｄ）エージェンシー 

REACH における登録の義務は、ＥＵ域内の製造者および輸入者にある。そのため、ＥＵ域

外の企業が化学物質をＥＵ域内に輸出する場合、登録義務は正式には域外製造者ではなく

輸入者が負うことになる。しかしながら、ＥＵ域内の輸入者は規模が小さいことが多く、技術的

な知識も限られているため、輸入元の化学物質製造者と協力しREACH 登録を実施することに

なることが予想される。その際、ＥＵ域外企業は、第三者に登録を委託することが認められてお

り、実際、ＥＵ内では REACH により企業に課される義務の遂行を代行するエージェンシーが

サービスの提供を開始している。 

 

その一例となるのが、英国の WSP Environment 社である。同社は、ＥＵ域内に輸出をする企

業の代理として、単独またはコンソーシアムに参加する形をとり、REACH 登録に必要な書類の

作成などのサービスを提供するとともに、REACH 全般のコンサルティング業務も実施する。同

社の連絡先は以下のとおり。 

 

WSP Environment Ltd. 

担当者：テッド・リチャーズ（Ted Richards） 

ウェブサイト：www.wspenvironmental.com 

電話：+44-7740918783 

E-mail：ted.richards@wspgroup.com 

 

 

（３）今後の見通し 

 

今後、REACH 規則は以下のスケジュールで実施される。 

 

2007 年６月１日  REACH 規則施行 

2008 年６月１日  欧州化学機関発足 

   既存化学物質の予備登録開始（～2008 年 11 月 30 日） 

   新規化学物質の登録開始 

2010 年 12 月１日 生産／輸入量が年間 1,000 トン以上の物質、１トン以上の CMR 物
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質、100 トン以上の水中毒性のある物質に対する規制開始60 

2013 年６月１日  同年間 100～1,000 トンの物質に対する規制開始 

2018 年６月１日  同年間１トン以上の物質に対する規制開始 

 

このほか、REACH 規則の規定内容に関し、欧州委員会は施行後に以下に示すような様々

な見直しを実施する予定である。 

 

・ 2019 年６月１日までに、年間生産／輸入量が１～10 トンの物質についても化学的安全性

評価の実施義務を適用するかどうかの見直しが行われる。CMR 物質に該当する物質につ

いては 2014 年６月１日までに見直しが行われる。 

 

・ 登録を要するポリマーの選定に関し、確かな技術的・妥当な科学的基準に基づき実行可

能性があり費用対効果の高い方法が確立され次第、またポリマーによるリスクや特定のタイ

プのポリマーの登録ニーズに関する報告書の発行後に、提案予定。 

 

・ 欧州委員会が REACH 施行後５年ごとに発行することが義務付けられている（ 初の発行

は 2012 年）、同規則の運用状況についての報告書では、生産／輸入量１～10 トンの物質

に関する登録要件の見直しも行われる。 

 

・ 2008 年６月１日までに、評価の一般規定および安全評価レポートの準備要件（付則Ｉ）およ

び登録が免除となる物質および要件（同 IV、Ｖ）に関して見直しを行う。  

 

・ 2008 年 12 月１日までに、PBT 物質および vPvB 物質の識別基準（付則 XIII）の妥当性に

ついての見直しが行われる。  

 

・ 2012 年６月１日までに、他の関連のあるＥＵ規制と重複しないよう、同規則の適用範囲を改

正するかどうかの見直しが行われる。 

 

・ 2013 年６月１日までに、第 60 条（３）の適用範囲を内分泌撹乱物質（第 57 条（ｆ））にも拡大

するかどうかの見直しが行われる。 

 

・ 2019 年６月１日までに、成形品により懸念が高い物質（第 57 条）が 0.1 重量％以上含まれ

る場合、川下ユーザーが製品の受領者および消費者に対してその物質についての十分

な情報を伝達する義務（第 33 条）の適用範囲を、他の危険物質にも拡大するかどうかの見

直しが行われる。 

                                            
60  この時までに該当する量域の物質については登録が完了しているものとする（登録期限）。 
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・ 動物実験の削減や置換え、改善と動物を使用しない実験を促進するため、2019 年６月１

日までに 10 トン以上の物質の登録に必要な生殖毒性の検査要件の見直しが行われる。 

 

 

（４）まとめ 

 

上記で見てきたように、REACH 規則の施行では、単なる化学物質や調剤に含まれる物質

のみならず、一定の条件下で成形品に含まれる物質までを規制の対象としている。このため、

自動車や機械・装置類、プラスチック製品を含む幅広い製品の製造者／輸入者がこれに関わ

ることになり、実際、自らが化学産業であると自覚していない企業であっても対象となるケース

も多いと思われる。登録されていない物質の域内での製造または輸入、使用はすべて禁止さ

れるため、ＥＵ域外の企業も自社の製品に含まれる化学物質を識別し、準備の必要性がある

かを確認するとともに、該当する場合には速やかに対応策に取り組む必要がある。 

 

以下に、日本の企業や産業界の取組みが必要であると思われる事項と、これに関する対応

策を挙げてみる。 

 

① REACH による制度の把握 

 

REACH 規則は、800 ページを超える非常に複雑な内容である。このため、同規則の要件や

手続きを適正に理解し実施できるよう、ＥＵでは前述のような REACH導入プロジェクトに取り組

み、詳細なガイドラインを発表の予定である。このガイドラインを熟知した上で各社の取組みを

行う必要がある。これに先立ち、すでに加盟国や業界団体、企業もガイダンスの作成やヘルプ

デスクの設置に取り組んでいる。また、このほかに、企業が把握しなければならない情報を交

換するためのフォーラムの設立や、専門的なアドバイスを提供するコンサルティングサービス、

これらを仲介する団体の設置など（詳細は、前述「（２）③業界団体や個別企業による対応」参

照）も始まっている。これらは、企業が直面する実質的な問題について無料または有料で情報

を提供しており、域外の企業も利用できるものもある。このような企業の実情も踏まえた現場（Ｅ

Ｕ）のサービスを利用することは、域内のセクターや域内企業の動きを察知し、これらに遅れを

とらないよう 新の情報を入手することに役立つと思われる。ただし、上記に取り上げたサービ

スで、現在のところ日本語に対応しているものはないため、言語の問題を解決する必要はあ

る。 

 

② 登録者の指名 
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日本を含むＥＵ域外諸国の企業は、域内に拠点を持たない場合、REACH 規則の直接の規

制対象とはならないため、域内の輸入者や指名した代理者がこれに対応することになる。ＥＵ

域内の輸入者は規模が小さい、または技術的な知識も限られているといったケースも多いと考

えられるため、登録者としての責務が非常に負担となることも考えられる。極端な場合、自らが

登録の義務を負わずに済むよう、域内のサプライヤーに変更するといったことも起こり得る。こ

れは、化学物質の輸入者に限ったことではない。域内の成形品の製造者または輸入者は、す

でに登録されている物質の使用については登録義務が発生しない（特定の条件に従う）ため、

輸入者は単なる「川下ユーザー」となることでやっかいな手続きに手間や費用をかける必要が

なくなることから、域外から域内のサプライヤーに乗り換える可能性もある。このような事態が起

こり得る状況を、域外産業は貿易障壁になると指摘してきた。 

 

域外企業は、登録者として輸入者に依頼するほか、第三者に登録を委託することが認めら

れている。代理者には化学的な背景や知識が必要とされるが、すでに、代理者としての責務

を代行する機関（前述の英・WSP Environment Ltd など）がサービスの提供を開始しており、日

本企業も利用することができる。このような第三者機関を利用することは、域内の輸入者との供

給関係を維持し、懸念されている「域外企業離れ」を防ぐことにつながることにもなると思われ

る。 

 

③ データ共有のためのコンソーシアム 

 

REACH では、動物実験を含む検査の重複や企業のコスト・手間の負担を軽減するため、同

じ物質を登録する企業は合同で提出することが要請されている。域内企業によるコンソーシア

ムの形成により、域外企業（実際の登録は輸入者または指名した代理者）が孤立したり、新規

参入企業が阻止されたりするのではないか、といった懸念も指摘されてきた。しかし、実際には

域外製造者の登録者となった域内の輸入者や指名した代理者もコンソーシアムに参加するこ

とができ、立場的には不公平はないものとされる。本来、予備登録の結果から共同で登録する

相手企業を見つけることができるといったメカニズムが構築されていたが、 近では予備登録

を前に、すでにセクター中のサプライチェーンを取り込み、データ共有を目的としたコンソーシ

アムが出現している。 

 

このことから、コンソーシアム形成の動きはすでに開始されていると見られるため、現地での

動きに留意し、必要であれば登録者とした輸入者や代理者を通じて日本企業も対応する必要

があるだろう。特に、前述で例示した生産者、輸入者、川下ユーザーが加わったサプライチェ

ーンを中心としたコンソーシアムは、データ共有や共同登録の目的のほか、サプライチェーン

内での情報伝達の仕組みの向上といった利点もあり、注目される。 
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④ 日本からＥＵへ輸出される成形品の場合  

 

ＥＵの日本からの化学品および工業製品の輸入金額の推移（図 4）を見ると、日本からのこ

れらの輸入金額は 2005 年に 715 億 7,600 万ユーロに上った。このうち、大半を占めるのは工

業製品で、特に機械・輸送装置は４分の３以上を占めており、その他工業製品と合わせると、

日本からの化学物質および工業製品の輸入の 92％までを成形品が占めていることが分かる。 

 

 

図 4： ＥＵの化学品および工業製品の日本からの輸入実績（1995～2005 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所： "External and Intra-European Union Trade: Statistical Yearbook (Edition 2006)", Eurostat 

 

これらのすべてが REACH 規則による規制の対象となるわけではないが、日本企業への影

響を考えた場合、成形品でより多く関係してくると考えられる。 

 

前述のように、成形品の場合には特別なルールが適用され、当該の成形品に使用されてい

る化学物質が意図的な放出をするもので生産／輸入量が年間１トン以上となる場合に、当該

の成形品の製造者または輸入者が登録義務を負う。ただし、使用している化学物質が当該の

用途ですでに登録されている場合には登録は不要である。日本から輸出する成形品につい

ても、条件によって登録義務が発生する可能性があるため、当該の成形品輸入者は、含まれ

ている化学物質の量や特性などを把握しておく必要がある。成形品に含まれる物質の量の測

定も複雑となることが予想される。成形品を輸出する企業は、輸出製品に含まれる物質の名称

の整理や新規・既存物質の区別、量、用途などを予め確認しておく必要がある。登録条件を

満たす物質で、当該の化学物質が新規物質の場合や当該の用途で登録されていない場合に

は、輸入者に登録義務が発生する。このため、輸入者を登録者とする場合には、十分な情報
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を伝達しておく必要がある。登録に関して、成形品の輸入者または指定された代理者も、他の

化学物質の製造／輸入者とともに共同で提出することができる。このほか、成形品がより懸念

の高い物質を 0.1 重量％含み年間１トン以上となる場合には、登録とは別に届け出義務を負う

ことにも留意する必要がある。 
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３．ＥＵの基準認証政策・標準化の概要 

 

３－１．ニューアプローチの制度の概要 

 

（１）背景と経緯 

 

① ニューアプローチ体制の原則 

  

域内市場の形成はＥＵにおける非常に大きな成果であり、人、物、サービスの自由な移動

が可能となるこの経済圏は、ＥＵ繁栄の基盤と認識されている。しかしながら、市場統合を進め

る上で物の自由な移動の障壁となったのが、加盟各国が独自に設けていた製品の安全性や

品質の基準を定めた規格であった。これら独自規格により、製造業者は仕向け国ごとに製品

仕様の修正を強いられており、大きな問題となっていた。ＥＵではこの障壁を取り除くため、

1985 年に製品の安全性と品質に関する規制を統一し、製品の域内の円滑な流通を目指す理

事会決議「技術的調和と基準に関するニューアプローチ」を採択した。このニューアプローチ

による域内の製品規制の統一は、1985 年の決議を含めて以下の３つの柱からなっている。 

 

ⅰ） 1985 年の理事会決議「技術的調和と基準に関するニューアプローチ」61 

域内で製品の安全性や品質の基準を統一するための原則を規定。 

ⅱ） 1989 年の理事会決議「認証とテストに関するグローバルアプローチ」62 

製品の適合性審査に関するＥＵの政策の原則を規定。 

ⅲ） 1993 年の理事会決定63 

適合性審査について一般ガイドラインと詳細な手続きを定め、グローバルアプローチは

完成。ＣＥマークが導入される。 

 

1985 年の決議を受けて、具体的な製品分野や特性分野別に満たすべき必須要求基準を

設けたＥＵ指令が順次定められ、加盟国はこの指令に沿って国内の法規を整備し、製品分

野・特性分野ごとに域内の共通の安全・品質基準ができ上がっていった。このニューアプロー

チの考え方に基づき、製品の安全性や品質などの規制統一を定めた指令を特に「ニューアプ

ローチ指令」と呼んでいる。ニューアプローチ指令は製品分野別・特性分野別に段階的に出

され、適合性審査の規定やＣＥマーク導入のための改定も行われており、複数の指令とその

                                            
61 Council Resolution of 7 May 1985 on a new approach to technical harmonization and standards (85/C 136/01)

（Official Journal C136, 04/06/1985） 
62 Council Resolution of 21 December 1989 on a global approach to conformity assessment (90/C 10/01)（Official 

Journal C010, 16/01/1990） 
63 93/465/EEC: Council Decision of 22 July 1993 concerning the modules for the various phases of the 

conformity assessment procedures and the rules for the affixing and use of the CE conformity marking, which 

are intended to be used in the technical harmonization directives（Official Journal L220, 30/08/1993） 
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改定指令がある。 

 

1985 年の決議に示されたニューアプローチの原則は以下のとおりである。 

 

• 法規制による調和は、製品を市場に流通させる前に満たすべき必須要求事項に限定され、

この必須要求事項は各ニューアプローチ指令で規定する。 

• 各ニューアプローチ指令で定められた必須要求事項を満たす製品の技術仕様は、欧州

整合規格（Harmonised Standards）として、欧州の各標準化機関（CEN／欧州標準化委員

会、CENELEC／欧州電気標準会議、ETSI／欧州電気通信標準化機構）が定める。 

• 整合規格の採用は任意だが、整合規格を用いない場合は第三者機関が試験し証明す

る。 

• 整合規格に適合した製品は指令が定めた必要な法的要件をすべて満たしているとみなし、

加盟各国は製品の移動の自由を保証する。 

 

このようなニューアプローチの原則に加え、審査能力と透明性を通じた（適合性審査への）

信頼性の構築、適合性審査に関する包括的な政策や枠組みの確立が求められた。1989 年の

決議、1993 年の決定により完成されたグローバルアプローチは、ニューアプローチを補完する

ものであり、ニューアプローチ指令の規定の適合性審査に関する基本方針を示し、「モジュー

ル」という考え方を導入した。審査方式は製品ごとに異なるため複雑となり、加盟各国でも違い

が出てくることになりかねない。そのため、広範な製品の適合性審査をモジュールにより定型

化することで審査方式の域内での統一を図ったものである。これらモジュールは、製品開発段

階（設計、試作品、完成品製造など）、製品審査の種類（文書チェック、型式認証、品質保証

など）、審査を行う者の属性（製造業者、第三者）によって異なる（詳細は後述）。 

 

これら両アプローチに共通するのは、公的介入措置は必要事項にとどめ、企業や産業界の

公的義務遂行方法において、より多くの選択肢を提供する点である。 

 

② ニューアプローチの基本的な特徴 

 

a）適用範囲 

 

ＥＵ域内で製造された製品および域外から輸入された新製品もしくは中古品が対象となる。

製品がどのニューアプローチ指令に該当するかを確認する責任は製造業者にある。製品が複

数の指令に関わる場合もある。自社の製品を対象とするニューアプローチ指令やその他の指

令・規則がない場合、またはニューアプローチ指令やその他の指令・規則ではすべての安全

性やリスクが定められていない場合は、「一般製品安全性指令」が適用される。 
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ｂ）製造業者の責任 

 

ニューアプローチ指令への製品の適合については製造業者に責任がある。製造業者は代

理人を指定することができるが、この委任代理人はＥＵ域内を拠点としていなければならず、

製造業者に代わって指令に定められた義務を果たす。ただし製造業者には、委任代理人の

活動に対する責任はある。域外から製品を輸入する輸入業者は、域内に製造業者の拠点が

なく、製造業者の委任代理人もいない場合、製品の流通で責任を負う。 

 

ｃ）必須要求事項だけを規定 

 

 各ニューアプローチ指令は、製品を市場に流通させる際に満たすべき安全や品質で 低限

守らなければならない「必須要求事項」を定めているが、技術的要求は規定していない。必須

要求事項は公共の利益を保護するための 低限守るべき事項である。技術的要求について

は、各欧州標準化機関が必須要求事項を満たす技術的仕様として整合規格を定める。整合

規格は欧州のＥＮ規格などになり、この整合規格に適合していれば自動的にニューアプロー

チ指令の必須要求事項を満たすことになる。 

 

ｄ）ＣＥマークの導入 

 

1993 年に、ニューアプローチ指令のすべての要件に適合した製品にＣＥマークを付けること

が義務付けられた。ＣＥマークが付いた製品であれば、指令が定める必須要求事項を満たし、

指令に定められた適合性審査の手続きに従ったことを示している。ただし一部の製品を対象と

したニューアプローチ指令では、ＣＥマークを必要としないものもある。ＣＥマークの貼り付け義

務がある場合は、各ニューアプローチ指令に明示されている。製品によっては複数の指令の

要求事項を満たさなければならない場合もあるが、ＣＥマークは該当するすべての指令のすべ

ての要求事項に適合していることを示す。なお、ＣＥマークは必須要求事項を満たしていること

を示しているものの、整合規格を示すものではない。 

 

ｅ）適合性審査手続き 

 

製造業者はＥＵ域内市場に投入する製品について、該当するニューアプローチ指令に規

定された適合性審査の手続きをとる義務がある。モジュールで定型化された審査方式が示さ

れており、第三者の適合性審査機関（公認認証機関）が関与することが必要な製品もあるが、

ニューアプローチ指令の対象となる製品の約８割は、製造業者またはその代理人の適合宣言

（自己宣言）だけで、製品を域内市場で流通させることができる。 
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ｆ）セーフガード条項と強制措置 

 

ニューアプローチ指令には、指令が定める安全基準に製品が適合していない場合のセー

フガード（緊急制限）条項が定められている。セーフガード条項では、指令に違反する製品が

流通している場合、加盟各国は製品の流通の制限や市場からの撤去など適切な措置をとるこ

とが義務付けられている。こうした措置をとった場合、加盟各国は欧州委員会に通知し、欧州

委員会がその措置を妥当と判断すれば、全加盟国に対してこれを通知し、加盟各国は適切な

措置をとる義務が生じる。 

 

③ ニューアプローチにおける標準化 

 

前述のように、ニューアプローチ指令で規定された必須要求事項を満たした技術規格は、

各欧州標準化機関が採用する。この欧州整合規格は、欧州委員会と各欧州標準化機関の間

で合意した一般ガイドライン（General Guidelines）に沿ったもので、欧州委員会が加盟各国と

協議して出したマンデートに基づいて開発される。欧州の整合規格の開発と加盟各国の国内

規格の整備は以下の手続きを踏んで進められる。 

 

ⅰ） 欧州委員会が加盟各国との協議によりマンデートを出す。 

ⅱ） マンデートを欧州標準化機関（CEN、CENELEC、ETSI のいずれか）に伝え、欧州標準化

機関はマンデートを受け入れる。 

ⅲ） 欧州標準化機関は規格を開発するためのプログラムを立ち上げ、標準化機関内の技術

委員会が規格案を作る。 

ⅳ） 欧州標準化機関と加盟各国の標準化団体は公的諮問を開始し、出された意見について

技術委員会が検討する。 

ⅴ） 規格案について加盟各国の標準化団体が決議し、欧州標準化機関が批准。 

ⅵ） 欧州標準化機関が欧州委員会にレファレンスを送り、欧州委員会はそのレファレンスを公

表する。 

ⅶ） 加盟各国の標準化団体はこの欧州規格に基づいて国内規格を定め、加盟各国の当局

が国内規格のレファレンスを公表する。 
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（２）ニューアプローチ指令の概要 

 

① 現行指令とその内容 

 

ニューアプローチ指令は段階的に増えており、現在 25 の指令がある。1993 年の理事会決

定（前述）で適合性審査の詳細とＣＥマークの導入が規定されたため、それ以前に出されてい

た指令は 1993 年に一斉に改定されて（指令 93/68/EEC64）、ＣＥマークに関する規定が加えら

れた。現在、ＣＥマークの貼り付けを義務付けているニューアプローチ指令は21あり、この中に

は「低電圧指令」や「機械指令」などのように、対象となる製品が広範にわたる包括的な指令も

ある。 

 

各指令には以下の規定が含まれている。 

 

• 指令の対象となる製品種類の定義 

• 製品が 低限満たすべき必須要求事項 

• ＣＥマークに関する規定 

• 製品に必要な適合性審査の手続き（モジュールの明示） 

• 準備する必要のある技術書類 

• 指令に基づく適合性審査を行う機関に関する規定 

 

ＣＥマークの貼り付けを義務付けている 21 の指令を表 7 示したが、このうち特に対象となる

製品が広範にわたる指令には「低電圧指令」「EMC 指令」「機械指令」の３つがある。なお表 8

にはＣＥマークの貼り付け義務がない製品分野の４指令、表 9 にはニューアプローチ指令で

はないが、ニューアプローチの原則に一部基づいた指令、表 10 にはニューアプローチ指令

以外の指令で製品の安全性や品質などを定めた指令を示した。 

 

 

 

                                            
64 Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure vessels), 

88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic 

compatibility), 89/392/EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective equipment), 90/384/EEC 

(non-automatic weighing instruments), 90/385/EEC (active implantable medicinal devices), 90/396/EEC 

(appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC (telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC (new 

hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical equipment designed for use 

within certain voltage limits)（Official Journal L220, 30/08/1993） 
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表 7： ニューアプローチに基づく指令でＣＥマークが必要なもの 

 指令内容／対象製品 指令番号・改定番号
施行日 

（移行期間開始日） 
移行期間終了日 

 1 低電圧電気機器 
(Low voltage equipment) 

73/23/EEC 
93/68/EEC（改定） 

2006/95/EC（改定）

1974 年 8 月 19 日 
1995 年 1 月 1 日 
2007 年 1 月 16 日 

 
1997 年 1 月 1 日 

 2 簡易圧力容器 
(Simple pressure vessels) 

高 作 動 圧 力 と 容 器 容 積 の 積 が

50bar・リットルを超え、かつ溶接した容

器。ガス圧力機器、自動車用ブレーキ

圧搾空気容器等 

87/404/EEC 
90/488/EEC（改定）

93/68/EEC（改定） 

1990 年 7 月 1 日 
1991 年 7 月 1 日 
1995 年 1 月 1 日 

1992 年 7 月 1 日 
 
1997 年 1 月 1 日 

 3 玩具の安全 (Safety of toys) 
14 歳未満の子供が使用するために設

計された製品 

88/378/EEC 
93/68/EEC（改定） 

1990 年 1 月 1 日 
1995 年 1 圧 1 日 

 
1997 年 1 月 1 日 

 4 建設資材 (Construction products) 
建設・土木工事などに利用されるため

に製造された製品・材料 

89/106/EEC 
93/68/EEC（改定） 

1991 年 6 月 27 日 
1995 年 1 月 1 日 

 
1997 年 1 月 1 日 

 5 電磁環境両立性 
(EMC/Electromagnetic compatibility)

89/336/EEC 
92/31/EEC（改定） 
93/68/EEC（改定） 
2004/108/EC（改定）

1992 年 1 月 1 日 
1992 年 10 月 28 日
1995 年 1 月 1 日 
2005 年１月 20 日 

1995 年 12 月 31 日 
 
1997 年 1 月 1 日 
2007 年 1 月 20 日 

 6 身体保護用具 
(Personal protective equipment) 

サングラス、ヘルメット、防護服など個

人が健康・安全のため着用するため製

造された用具や個人保護のため組み

立てた製品 

89/686/EEC 
93/68/EEC（改定） 
93/95/EEC（改定） 
96/58/EC（改定） 

1992 年 7 月 1 日 
1995 年 1 月 1 日 
1994 年 1 月 29 日 
1997 年 1 月 1 日 

1995 年 6 月 30 日 
1997 年 1 月 1 日 

 7 非自動重量測定器 
(Non-automatic weighing 
 instruments) 

身体およびその他の重量を測定するた

めの機器 

90/384/EEC 
93/68/EEC（改定） 

1993 年 1 月 1 日 
1995 年 1 月 1 日 

2002 年 12 月 31 日 
1997 年 1 月 1 日 

 8 埋込式能動医療機器 
(Active implantable medical 
 devices) 

心臓ペースメーカーなど身体のために

医療目的で単独または組み合わせて

使う機器 

90/385/EEC 
93/42/EEC（改定） 
93/68/EEC（改定） 

1993 年 1 月 1 日 
1995 年 1 月 1 日 
1997 年 1 月 1 日 

1994 年 12 月 31 日 
1998 年 6 月 14 日 
 

9 ガス燃焼機器 
(Appliances burning gaseous fuels) 

ガス暖房機、ガス湯沸かし器、ガスコン

ロなどガスを燃料に燃焼させて使う機

器、およびそれらに使われる安全機

器・コントロール機器等 

90/396/EEC 
93/68/EEC（改定） 
2004/8/EC（改定） 
2005/32/EC（改定）

1992 年 1 月 1 日 
1995 年 1 月 1 日 
2004 年 2 月 21 日 
2005 年 8 月 11 日 

1995 年 12 月 31 日 
1997 年 1 月 1 日 
2006 年 2 月 21 日 
2007 年 8 月 10 日 

10 熱水ボイラー  
(New hot-water boilers) 

液体燃料またはガス燃料を燃焼させて

熱水を供給する 4kW 以上、400kW 以

下の機器、およびボイラーに取り付ける

機器 

92/42/EC 
93/68/EEC（改定） 

1994 年 1 月 1 日 
1995 年 1 月 1 日 

1997 年 12 月 31 日 
1997 年 1 月 1 日 

11 民生用爆薬  
(Explosives for civil uses) 

爆薬やロケットなどの推進燃料 

93/15/EEC 1995 年 1 月 1 日 2002 年 12 月 31 日 

12 医療機器 (Medical devices) 
治療やモニター、診断などを目的に人

間のため使われる機器、およびその機

器のための器具 

93/42/EEC 
98/79/EC（改定） 
2000/70/EC（改定）

2001/104/EC（改定）

1995 年 1 月 1 日 
2000 年 6 月 7 日 
2001 年 12 月 13 日
2002 年 1 月 10 日 

1998 年 6 月 14 日 
2001 年 6 月 30 日 
2001 年 12 月 13 日 
2002 年 6 月 12 日 
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13 防爆機器 
(Equipment and protective 
systems intended for use in 
potentially explosive atmospheres) 

爆発の危険がある場所で使われること

を目的とした機器や爆発を防御するシ

ステム 

94/9/EEC 1996 年 3 月 1 日 2003 年 6 月 30 日 

14 レジャー用船舶(Recreational Craft) 
長さ 2.5～24m でスポーツやレジャーを

目的とした船舶等 

94/25/EEC 
2003/44/EC 

1996 年 6 月 16 日 
2003 年 8 月 26 日 

1998 年 6 月 16 日 
2004 年 12 月 31 日 

15 昇降機 (Lifts) 
ビル用エレベーターおよびエレベータ

ー用安全部品 

95/16/EC 1997 年 7 月 1 日 1999 年 6 月 30 日 

16 圧力設備 (Pressure equipment) 
産業用ボイラーや圧力調理器など液

体・気体に圧力をかける設備および液

体・気体を通すパイプ、圧力設備用器

具、安全器具 

97/23/EC 1999 年 11 月 29 日 2002 年 5 月 29 日 

 
17 

機械 (Machinery) 89/392/EEC 
91/368/EEC（改定）

93/44/EEC（改定） 
98/37/EC 
98/79/EC（改定） 

2006/42/EC（改定）

 
1993 年 1 月 1 日 
1995 年 1 月 1 日 
1998 年 8 月 12 日 
1998 年 12 月 7 日 
2006 年 6 月 29 日 

 
1994 年 12 月 31 日 
1997 年 1 月 1 日 
 
2000 年 6 月 7 日 
2009 年 12 月 29 日 

18 インビトロ診断用医療機器 
(Invitro diagnostic medical devices) 

体外診断用医療機器およびその付属

部品 

98/79/EC 2000 年 6 月 7 日 2003 年 12 月 7 日 
（一部 2005 年 12 月 7
日） 

19 ラジオ・通信端末設備 
(Radio and telecommunications 
terminal equipment) 

99/5/EC 2000 年 4 月 8 日 2000 年 4 月 7 日 
(一部 2001 年 4 月 7
日) 

20 旅客用ロープウェイ設備 
(Cableway installations designed 
 to carry persons) 

2000/9/EC 2002 年 5 月 4 日 2006 年 5 月 3 日 
 

21 測量機器 (Measuring instruments) 2004/22/EC 2004 年 4 月 30 日 2006 年 10 月 29 日 

出所： 欧州委員会のウェブサイトより作成 

 

 

表 8： ニューアプローチに基づく指令だがＣＥマークの必要がないもの 

 指令内容 指令番号・改定番号
施行日 

（移行期間開始日） 
移行期間終了日 

1 包装・包装廃棄物 
(Packaging and packaging waste) 

94/62/EC 
2005/20/EC（改定）

1996 年 6 月 30 日 
2005 年 4 月 5 日 

1999 年 12 月 31 日
2006 年 9 月 8 日 

2 欧州内高速鉄道システム 
(Interoperability of the trans-European 
high-speed rail system) 

96/48/EC 
2004/50/EC（改定）

1999 年 4 月 8 日 
2004 年 6 月 21 日 

2001 年 10 月 8 日 
2006 年 4 月 29 日 

3 海洋設備 
(Marine equipment) 

96/98/EC 
2002/84/EC（改定）

1999 年 1 月 1 日 
2002 年 11 月 29 日 

1999 年 4 月 30 日 
2003 年 11 月 23 日

4 欧州内既存鉄道システムの相互運用 
(Interoperability of the trans-European 
conventional rail system) 

2001/16/EC 
2004/50/EC（改定）

2001 年 4 月 20 日 
2004 年 6 月 21 日 

2003 年 4 月 20 日 
2006 年 4 月 29 日 

出所： 欧州委員会のウェブサイトより作成 
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表 9： ニューアプローチの原則の一部に基づく指令 

 指令内容 指令番号・改定番号
施行日 

（移行期間開始日） 
移行期間終了日 

1 家電の冷蔵庫・冷凍庫および冷凍冷
蔵庫のエネルギー効率に関する要求
事項 
(Energy efficiency requirements for 
household electric refrigerators, 
freezers and combination thereof) 

96/57/EC 1996 年 10 月 8 日 1997 年 9 月 3 日 

2 可搬型圧力機器 
(Transportable pressure equipment) 

99/36/EC 1999 年 6 月 1 日 2001 年 6 月 30 日 

3 屋外利用機器の騒音削減に関する加
盟各国の法律擦り合わせ 
(The Approximation of the Member 
States relating to the noise emission in 
the environment by equipment for use 
outdoors) 

2000/14/EC 2000 年 7 月 3 日 2001 年 7 月 3 日 

4 蛍光灯用安定器のエネルギー効率に
関する要求事項 
(Energy efficiency requirements for 
ballasts for fluorescent lighting) 

2000/55/EC 2000 年 11 月 21 日 2002 年 11 月 21 日

出所： 欧州委員会のウェブサイトより作成 

 

表 10： 安全・品質基準に関わるその他の指令 

 指令内容 指令番号・改定番号
施行日 

（移行期間開始日） 
移行期間終了日 

1 家庭機器による空気伝播騒音 
(Airborne noise emitted by household 
appliances) 

86/94/EEC 1986 年 12 月 4 日 1989 年 12 月 4 日 

2 一般製品安全性 
(General Product Safety)  

2001/95/EC 2002 年 1 月 15 日 2004 年 1 月 15 日 

3 郵便サービス 
(Community postal services) 

97/67/EC 
2002/39/EC（改定）

1998 年 2 月 10 日 
2002 年 7 月 5 日 

1999 年 2 月 14 日 
2002 年 12 月 31 日

4 危険物質の販売・利用規制 
(Restrictions on marketing and use of 
certain dangerous substances and 
preparations) 

76/769/EEC 1976 年 8 月 3 日 
 

1978 年 2 月 3 日 

5 家庭機器のエネルギー表示 
(Energy labeling of household 
appliances) 

92/75/EC 1992 年 10 月 2 日 1992 年 6 月 30 日 

6 廃電気・電子機器 
(Waste electrical and electronic 
equipment / WEEE) 

2002/96/EC 
2003/108/EC（改定）

2003 年 2 月 13 日 
2003 年 12 月 31 日 

2004 年 8 月 12 日 
2004 年 8 月 13 日 

出所： 欧州委員会のウェブサイトより作成 

 

 

ａ）低電圧指令 

 

ＡＣ（交流）50～1000V およびＤＣ（直流）75～1,500V の電圧で駆動する製品が対象で、家

電・事務機器をはじめ電源の供給ライン（電源コード）を持つほとんどすべての電子機器が含
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まれる。付属のバッテリー充電器や組み込み電源ユニット付き機器も対象となる。  

 

同指令はニューアプローチ指令の中で も古く、ニューアプローチの原則導入以前の 1973

年に制定された。その後 1993 年に改定されているが、この改定は適合性審査とＣＥマークの

導入によるものだった。さらに、指令の内容を見直し新たなリスクにも対応できるよう改定作業

が進められ、2005 年 10 月には関係者への諮問が締め切られた。ところが、この諮問の結果、

同指令の改定については、ニューアプローチ指令見直しの結果をみてから、行われることが

決定された。なお、2006 年 12 月に制定された低電圧指令（2006/95/EC）は、1973 年の指令

を廃止し、内容はそのまま置き換えるものである。 

 

ｂ）EMC（電磁環境両立性）指令 

 

電子機器の電磁波環境に対する規制で、ほとんどすべての電子機器が含まれるが、特に

関係が深いのは家庭用電気機器、データ処理装置、情報・通信機器である。部品は機器とは

みなされないため対象ではない。ただし部品でも電気モーター、サーモスタット、電子回路基

盤、DIY キットなど複雑な特性を持ち、 終使用者に直接販売されるものは対象となる。「両立

性」とされるのは、電磁波に関して EMI（電磁障害・エミッション／外部に強い電磁波を放射し

ない）と EMS（電磁耐性・イミュニティ／外部からの強い電磁波によって影響を受けない）の両

方を満たさねばならないためである。 

 

c）機械指令 

 

電気、電池、燃料などのエネルギーまたはバネ、重量などのエネルギーで動作する少なくと

も１個の作動部を有する機器（機械類）、および機械類の安全を確保するための部品で、単体

で市場に出荷される機械（安全部品）の安全性に関する指令。工作機械、ロボット、建設機械

などの産業機械を中心に、洗濯機など一般消費者向けの製品でも可動部に危険性が認めら

れるものは対象となる。 

 

なお、機械指令を簡素化する改定指令が 2005 年 12 月に欧州議会で可決された65。同改定

指令は、大幅な変更ではないものの、あいまいな部分を排除して対象範囲などを明確化し、

昇降機指令や低電圧指令など他の指令との境界についても明瞭化するものである。しかしな

がら、ニューアプローチ指令の見直し作業が進んでいることから、一部の懸案事項（整合規格

と安全衛生要求事項の関係や、ＣＥマーク以外のマーキングに関する規則など）については、

同指令の見直しに、その回答を委ねている。以下に、改定内容を簡潔に記す。 

                                            
65 同指令が加盟国の国内法に移行し、施行開始となる 2009 年 12 月 29 日までは、現行の機械指令が適用され

る。 
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適用範囲の拡大・明確化 

指令の適用範囲が拡大され、これまで免除されてきた建設現場のホイスト、カートリッジ駆動

設備およびその他の衝撃機械が適用対象となる。また、低電圧指令との境界については、低

電圧指令の対象となる電気機械の６カテゴリーを明示、その他の電気機械については、安全

対象が適用されるが、適合性評価および上市については機械指令が適用される。昇降機指

令との境界については、秒速 0.5ｍ未満の昇降機が機械指令の適用対象となった。また、安

全部品についても機械指令の適用対象が明確化された。 

 

必須安全衛生要求事項 

大きな変更はないが、主な改定としてリスク評価や、騒音・振動に関わる要件が明確化され

たのに加え、移動式機械や揚重機械に現行指令で適用されている要件が、関連するリスクを

呈する機械すべてに適用されることが挙げられる。さらに、指令適用対象が建設機器に拡大さ

れたことを受け、新しく安全衛生必須要求事項が設定される。 

 

適合性審査手順 

改定指令でも、製造者自身による、適合宣言が主な手順となると見られるが、機械によって

は、手順の選択肢が拡大されることとなる。また、加盟国は認証機関のパフォーマンスを監督

し、同機関が義務を適切に遂行しない場合は、通知（Notification、後述）を撤回、一時停止す

る義務が改定指令に新しく含まれることとなった。 

 

市場監視（マーケットサーベイランス） 

改定指令により、市場監視実施に関する加盟国の義務を明確化した。これには、市場監視

機関との協力や、守秘義務や透明性への留意が含まれる。また、この改定指令により欧州委

員会は、技術特性からリスクを呈するような機械のカテゴリーの上市を禁止、あるいは制限する

決定を採用することが可能となった。 

 

② 今後の改定案 

 

現行のニューアプローチ指令で改定が進められているのは、医療機器指令であり、2005 年

12 月に欧州委員会が改定案を提示している。この改定案では、特に適合性審査や市場監視

に関しての改定が盛り込まれている。 
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（３）ＣＥマークの概要 

 

ＣＥマークは、ニューアプローチ指令が定めた必須要求事項を満たし、指令が規定する適

合性審査の手続きに従った製品であることを示すものである。ただしＣＥマークは、ニューアプ

ローチ指令への適合を示しているだけで、品質を保証するものではない。ＣＥとはフランス語

「Conformité Européenne」の略である。 

 

① ＣＥマークを付ける製品 

 

ＣＥマークを付ける製品についての原則は次のとおりである。 

 

• 製品に適用されるニューアプローチ指令がＣＥマークの添付を定めている場合、製品を市

場に投入する前に製品にＣＥマークを付けることが義務となる。 

• ＥＵ域内で製造された新製品および域外で製造されてＥＵ域内で販売される新製品、およ

び域外から輸入された中古品が対象となる。 

• 複数のニューアプローチ指令に該当する製品で、いずれの指令もＣＥマークの添付を規

定している場合、１つのＣＥマークですべての指令の規定に適合している製品であることを

示す。 

• ニューアプローチ指令でＣＥマークの添付を定めていない場合、ＣＥマークを付ける必要

はない。 

 

② 適用地域 

 

ＣＥマークはＥＵ27 カ国のほか、欧州経済地域（EEA）を構成するＥＵ27 カ国以外のアイスラ

ンド、ノルウェー、リヒテンシュタインでもニューアプローチ指令に対する適合性を示すマークと

なっている。西欧地域でスイスだけは、個別の相互認証協定（MRAs：Mutual Recognition 

Agreements）で相互に安全・品質基準を承認している。 

 

③ 適合性審査と適合宣言 

 

ＣＥマークは、各ニューアプローチ指令に定められた適合性審査の手続きを経てから付ける

ことができる。ただ後述するように、適合性審査には公認認証機関の審査が必要のない適合

宣言（自己宣言／Conformity Declaration）が認められており、ＣＥマークが必要な製品の約８

割はこの自己認証による適合宣言だけでＣＥマークを付けることができる。適合宣言だけでは

ＣＥマークを付けることが認められない製品の場合、欧州委員会に登録された公認認証機関

（NBs：Notified Bodies）による基準適合の証明が必要となる。適合宣言だけでよい製品の場合
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も、安全・品質の確認をする手段のない業者は公認認証機関に適合確認を委ねることにな

る。 

 

④ ＣＥマークの表示 

 

ＣＥマークの貼り付けについては以下のようなポイントがある。 

 

• 製造業者あるいはＥＵ域内における委任代理人、または域内の輸入業者など市場に出荷

する者がＣＥマークの貼り付けに責任を持つ。 

• 適合性審査の手続きが終了し製品に適用される指令のすべての規定を満たした後に、初

めて貼り付けることができる。 

• ＣＥマークは、どの指令に適応しているかを明示する。 

• 製造段階の品質管理に関して公認認証機関が関与している場合は、ＣＥマークとともに公

認認証機関のＩＤ番号を付ける。 

• ＣＥマークは製品またはデータ表示部分に付けるが、製品の性質上これらに付けることが

無理な場合はパッケージに付けなければならない。また取扱い説明書など製品と一緒に

付ける文書が関連指令で規定されている場合には、その文書にもＣＥマークを付ける。 

• ＣＥマークのデザインは以下に示すような比率に決められており、縮小や拡大することはで

きるが、原則的には高さは５mm 以上とされている。 

 

ＣＥマーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 他の規格やマークとの関連 

 

ニューアプローチ指令の対象となる製品を流通させる場合、ＣＥマークの規定があればＣＥ

マークを付けることは義務となる一方、欧州の各標準化機関が制定した欧州の整合規格への

適合はあくまで任意である。ただ、各標準化機関が制定した整合規格はニューアプローチ指
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令の求める必須要求事項に適合しているので、この整合規格を取得していれば自動的に指

令への適合となる。その場合もＣＥマークの表示は義務付けられる。 

 

 

（４）適合性審査と公認認証機関（NBs） 

 

ニューアプローチでは、前述のように「グローバルアプローチ」によって適合性審査に「モジ

ュール」という方式を導入した。これは、広範にわたる製品の適合性審査を定型化された一定

数の審査方式に集約するためのものである。これにより加盟各国で管轄官庁が違っても統一

的な審査が可能となる。 

 

① モジュール制度 

 

適合性審査の基本的な評価モジュールは表 11 示したＡからＨまでの８つで、これに表 12

に示した補足的な８モジュールが加わる。図 5 のように、この基本的な８つの評価モジュール

の組み合わせで適合性の審査が行われる。各ニューアプローチ指令では、どのモジュールを

使って審査を行うかが明示されている。 

 

図 5： モジュールによる適合性認定手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所： “Guide to the Implementation of Directives Based on New Approach and Global Approach”, 

欧州委員会 

 

適合性審査には図 5 に示した７経路があるが、各概要は以下のとおりである。 

 

設計段階                     製造段階 

モジュールＢ 

モジュールＡ

モジュールＨ

モジュールＧ

モジュールＦ

モジュールＥ

モジュール D

モジュールＣ

製造業者 



 97

• モジュールＡ··········· 適合宣言（自己宣言）だけで済むもので、公認認証機関の審査を必要と

しない。これがニューアプローチ指令の対象となる製品の約８割に適用

されている。ただし、製造業者など責任を負う者は、権限当局に対して

いつでも適合宣言書および技術ファイルを開示できるようにしておかな

ければならない。あくまで業者の自己責任に基づくものだが、監視によ

って違反が発覚すれば市場で製品を再び販売することが不可能となる

という厳しいルールに裏付けられている。 

• モジュールＢ ··········· 設計段階で公認認証機関によるＥＣ型式検査が義務付けられている。Ｅ

Ｃ型式検査証明書の取得後、モジュールのＣ～Ｆの製造段階の審査が

ある。 

• モジュールＣ ··········· 製造段階では適合宣言（自己宣言）だけで済む。 

• モジュールＤ··········· 製造および 終製品検査・試験の品質管理システムについて公認認証

機関の評価を受ける。 

• モジュールＥ ········  モジュールＤの品質管理システムに関する公認認証機関の審査のうち、

製造の評価が不要で 終製品検査・試験だけが審査の対象となる。 

• モジュールＦ············ 製品型式がＥＣ型式検査証明書に合致しているかどうかを公認認証機

関が審査する。 

• モジュールＧ··········· 製品の個別検査が必要となる。 

• モジュールＨ··········· 設計から製造、 終製品の検査・試験までの品質管理について公認認

証機関の査定を受ける必要がある。 

 



 98

表 11： 適合性審査のモジュールの内容 

モジュールＡ：ＥＣ適合宣言（自己宣言） 

製造業者が指令の要求事項に製品が適合していることを自ら宣言するもので、認証機関による認証は必要な

い。適合宣言書と技術書類を作成し、監査に備えて適合宣言書と技術書類を保管する。 

モジュールＢ：ＥＣ型式検査 

設計段階が対象で、製造段階のモジュール（Ｃ～Ｆ）の前段階。プロトタイプの必須要求事項への適合性試験

を認証機関に依頼し、ＥＣ型式検査を行い証明書を発行してもらう。認可された製品の変更は認証機関に通知

する。ＥＣ型式検査証明書を含む設計・製造に関する技術書類を用意し、監査の際には提示する。 

モジュールＣ：ＥＣ型式適合宣言 

モジュールＢによりＥＣ型式検査証明書を取得したうえで、製品が証明書に記載された形式に一致することを

確認し適合宣言（自己宣言）を行う。監査に備え適合宣言書と技術書類を保管する。 

モジュールＤ：製造品質保証 

モジュールＢによりＥＣ型式検査証明書を取得した上で、EN ISO9002 規格に沿って当該製品に関する製造と

終製品検査・試験の品質管理システムについて認証機関の評価を受ける。関連技術文書（製品分野の情

報、品質管理に関する文書、認可型式の技術文書、ＥＣ型式検査証明、認証機関の報告書など）を用意する。

品質管理システムの更新は認証機関に通知する。ＣＥマークと一緒に認証機関のＩＤナンバーを付ける。適合

宣言書、品質管理に関する文書を保管する。 

モジュールＥ：製品品質保証 

モジュールＢによりＥＣ型式検査証明書を取得した上で、EN ISO9003 規格に沿って 終製品検査・試験のみ

の品質管理システムについて認証機関の査定を受ける。その他はモジュールＤと同じ。 

モジュールＦ：製品検定 

モジュールＢによりＥＣ型式検査証明書を取得した上で、製造プロセスにおいてＥＣ型式検査証明に示された

適合を保証するあらゆる措置を取るもので、認証機関の証明が必要。ＣＥマークと一緒に認証機関のＩＤナンバ

ーを付ける。適合宣言書と技術情報を保管する。 

モジュールＧ：ユニット検証 

設計と製造の両段階を通じたもので、設計・製造に関する技術文書を作成。各製品について認証機関の検査

が行われ、適合証明書が発行される。ＣＥマークと一緒に認証機関のＩＤナンバーを付ける。適合宣言書と技術

書類を保管する。 

モジュールＨ：完全品質保証 

設計と製造の両段階を通じたもので、EN ISO9001 の規格に沿って設計から製造、 終製品検査・試験までの

品質管理について認証機関の査定を受ける。関連技術文書（設計分野と製品分野の情報、品質管理に関す

る文書、認証機関の判断および報告書など）を用意する。品質管理に関する文書、品質管理システムの更新

に関する詳細、認証機関の判断と報告書を監査に備えて保管する。 

出所： “Guide to the Implementation of Directives Based on New Approach and Global Approach”, 

欧州委員会 

 

 

表 12： 適合性審査の補足モジュールの内容 

補足モジュール  

Aa1 モジュールＡに加え認証機関による製品個別試験 

Aa2 モジュールＡに加え認証機関による不定期の製品チェック 

Cbis1 モジュールＣに加え認証機関による製品個別試験 

Cbis2 モジュールＣに加え認証機関による不定期の製品チェック 

Dbis モジュールＢを使わない製造品質保証 

Ebis モジュールＢを使わない製造品質保証 

Fbis モジュールＢを使わない製品検定 

Hbis モジュールＨに加え認証機関による設計検査 

出所： “Guide to the Implementation of Directives Based on New Approach and Global Approach”, 

 欧州委員会 
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② 技術ファイルの作成義務 

 

ニューアプローチ指令では、製品が要求事項を満たしていることを示す情報が含まれた技

術ファイル（技術文書）の作成を製造業者に義務付けている。技術ファイルは製品の適合性を

立証するためのもので、必須要求事項をどのように適合させ対策を実施したのかを記述し、製

品が分かるような仕様書・配線図などの技術資料で構成されている。製品の製造終了日から

10 年間保管する必要があり、当局からの要請があればいつでも開示しなければならない。ＥＵ

域内に委任代理人がいる場合は、この代理人が管理する。技術ファイルの内容は、各ニュー

アプローチ指令に定められているが、以下のような内容が含まれる。 

 

• 取扱い説明書・仕様書など製品の一般的説明 

• システムブロック図、配線図、回路図など 

• 機器の動きを理解するのに必要な説明・記述 

• 規格リストおよび指令の必須要求事項を満たすため実施した安全対策の内容説明 

• 実施した検査内容 

• 試験報告書 

 

③ 公認認証機関 

 

公認認証機関は、ニューアプローチ指令で適合性審査に外部機関の査定が必要な場合に

これを実施することを任務としている。加盟各国政府が、1993 年の理事会決定に規定された

要求事項を満たす機関を認定し、認定された公認認証機関の活動については 終的に各国

政府が責任を持つ。各国政府は公認認証機関を定期的に審査する認定組織（accreditation 

organizations）を設ける。 

 

公認認証機関ごとに担当するニューアプローチ指令の分野が明示されている。公認認証機

関の審査を必要とする製造業者は、通常は自国にある認証機関から該当する指令を担当す

る機関を選ぶが、公認認証機関はＥＵの域内・域外を問わずどの国で設立された企業・団体

に対しても適合性審査のサービスを提供でき、企業・団体の側も適合性審査を実施する公認

認証機関を自由に選ぶことができる。 

 

加盟各国政府は、公認認証機関を欧州委員会および加盟各国に通知することが義務付け

られており、この通知（Notification）に基づいて欧州委員会はＥＵ官報に公認認証機関のリス

トを公表する。このリストは定期的に更新される。なお現在（2007 年 3 月 14 日時点）で、公認認

証機関の数は、1,866 機関にのぼる。また、低電圧指令に関わる公認認証機関は100 を超え、

EMC 指令に関わる機関は 50 を超えている。国別にみると、主要国では公認認証機関数が
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100 を超え、ドイツなどでは 300 にまで達しているものの、中東欧の新規加盟国では２桁の前

半といった場合が目立つ。公認認証機関が要件を満たさなくなった場合や義務を果たさない

場合には、各国政府の責任で公認指定が取り消される。公認認証機関には以下のような責任

がある。 

 

• 適切な情報を指定当局、市場監視当局、その他の公証認証機関に提供する。 

• 非差別的で透明性や中立性、独立性を保って適合性審査を実施する。 

• 指令に基づく適合性審査の実施に必要な知識と経験を十分に備えた人材を雇用する。 

• 適合性審査の過程で入手した情報の守秘義務を徹底するよう適切な取り組みをする。 

• 活動をカバーする適切な保険に加入する。ただし加盟国の国内法で賠償責任が保証され

ている場合を除く。 

• 欧州における標準化作業に直接的または間接的に参加する。あるいは関連する規格の状

況を確実に把握しておく。 

 

④ ＣＥマークの取得手続き 

 

ａ）基本的手順 

 

ＣＥマーク取得の基本的な流れは図 6 のとおりだが、ポイントとなるのは以下の点である。 

 

• 初に製品に適用されるニューアプローチ指令を特定することが重要となるが、この場合

に複数の指令が関わる場合がある。 

• 該当する指令に基づき自己認証による適合宣言だけでよいか、公認認証機関の審査が

必要かを確認する。 

• 適合宣言だけの場合も含めて技術ファイルなど必要な文書を用意する。 
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図 6： ＣＥマーク取得のプロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所： BSI ウェブサイト www.bsi-global.com 

 

 

b）自己認証による手順 

 

ニューアプローチ指令の対象となる製品の約８割は、自己認証による適合宣言だけでよい。

これは適合性審査の「モジュールＡ」に該当するもので、図 7 のように低電圧電気機器はこれ

に当てはまる。この場合、技術ファイルと適合宣言書を用意すればよい。ただし、公認認証機

関に適合性審査をしてもらって報告書を用意することもできる。 

 

 

①当該製品の適用指令を確認 

⑤適合性または一部適合性について第

三者の認証機関による審査の必要がある

か確認 

④当該製品がその指令の必須要求事項

に適合しているか確かめる。適合させるた

め、あるいは既存データおよび検査リポー

トを確認するために適切な手段をとる 

②関連する欧州整合規格を確認  

⑨適合宣言書およびそれを支援する証

明を揃える 

⑧当該製品が販売される各国で、その他

の国内的要件が依然として存在するかを

調べる 

⑦指令で定められている技術ファイルお

よびその他リポートを整備 

⑥必要となるすべての新しい検査および

評価の費用を査定し、管理する 

⑩製品あるいは包装および製品に関する文

書に正確にＣＥマークを付ける 

③指令の施行期日を確認し計画を策定
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図 7： 低電圧電気機器に関する適合性認定までの流れ 

 

 

 

 

 

出所： "Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach" 

欧州委員会 

 

c）複数の経路による手続き 

 

ニューアプローチ指令によっては、製品によってモジュールＡの適合宣言だけでよい場合

のほか、別のモジュールで適合性審査が必要となる場合もある。図 8 に示した電磁環境両立

性がこれに当てはまり、自己認証による適合宣言の製品と「モジュールＢ＋モジュールＣ」で公

認認証機関による認証試験を受けて証明書を発行してもらったうえで適合宣言をする製品の

２つに分かれている。 

 

 

図 8： 電磁環境両立性（EMC）に関する適合性認定までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所： "Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach" 

欧州委員会 

製品の 
種類 

製造業者 

整合規格
の適用 

無線送信機 
ＥＣ型式認証付 
き適合宣言 
モジュールＣ 

ＥＣ型式認証試験
モジュールＢ 

無線送信機
以外 

全く整合規格を
適用しない、 

または部分的に
適用する 

整合規格を適用 製造業者による 
ＥＣ適合宣言 

自己認証 
モジュールＡ 

認 証 機 関 が 技
術報告書または
証明書を作成 

製造業者は 
技術構成ファイル
を作成 

技術ファイル 
製造業者は、当該電気機器の設
計、製造および運転に関する技
術資料を作成する 

ＥＣ適合宣言書（内部製造管理） 
製造業者は、製品が技術資料およ
び指令の要求事項に適合している
ことを証明し宣言（モジュール A） 

製造業者 
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（５）市場監視（マーケットサーベイランス） 

 

ニューアプローチ指令の実施でカギとなるのが、指令の規定が守られているかを監視する

市場監視である。ＥＵ加盟各国には、市場監視を管轄する当局を設置して各国単位で監視を

行うことが義務付けられている。違反が発覚した場合の措置は各国が独自に決めており、罰金

や禁固刑、製品の撤去、出荷・販売・使用の禁止などがある。なお市場監視の活動に公認認

証機関が関わることはできない。 

 

① 監視活動と是正措置 

 

市場監視では、製品が市場に投入された時点やサービスに利用された時点で指令に適合

しているかどうかを確かめる。各国の監視当局の活動には基本的に以下の２つの段階がある。 

 

• 市場に出回っている製品がニューアプローチ指令に基づく国内法の規定に適合している

かを監視。 

• 監視の結果、必要であれば適合させるための行動をとる。 

 

ａ）監視活動 

 

監視当局には以下のような活動を実施する権限がある。 

 

• 商業、工業、保管に使われる場所への定期的な訪問。 

• 必要ならば、製品がサービスに利用される場所への定期的な訪問。 

• 不定期かつ無作為のチェック。 

• 製品のサンプルを取得して検査し試験を実施すること。 

• 必要なすべての情報を要請すること。 

 

適合宣言および技術ファイルは製品に関する必要な情報として監視当局に提示することが

求められる。また、市場監視活動は製品の設計・製造段階では実施できないが、適合していな

い製品が市場に投入されるのを回避するため、監視当局は製造業者や販売業者と協力して

効果的な実施を行うことができる。 

 

ｂ）是正措置 

 

製品が違反していることが発覚した場合、監視当局は、緊急時を除いてまず関係企業・団

体に通知して協議する機会を与えなければならない。是正の内容は違反の程度により、以下
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のような措置をとることになる。 

 

• 製造業者または委任代理人に、製品を規定に適合させる義務を遂行させ、違反を正させ

る。 

• 初の措置では違反を正すことができない場合や製造業者などが十分な対応をとってい

ない場合は、製品の市場投入や製品を使ったサービス提供の制限・禁止に向けた適切な

措置をとり、必要ならば製品を市場から撤去させる。 

• 終段階として、製品の流通の制限・禁止および製品の市場からの撤去を実施し、セーフ

ガード条項手続き（後述）をとる。 

 

c）ＣＥマークの保護 

 

ＣＥマークについても、監視当局はＣＥマークの貼り付けや使用が適切か確認し、違反があ

れば適切な是正措置をとる。加盟国政府が、ＣＥマークの使用が不適切なため製品の自由な

移動を制限することを決定した場合やＣＥマークの付いた製品の違反に責任を持つ者に是正

措置をとる場合には、欧州委員会および他の加盟各国政府にその旨を通知することが義務付

けられている。 

 

d）輸入品に対する監視 

 

税関当局は、域外から輸入された製品について以下の点が発覚した場合、製品の引渡しを

停止する。また税関当局と各国の監視当局は相互に情報を交換して、適切な措置をとることが

求められている。 

 

• 健康や安全性について深刻かつ緊急の危険があるとの懸念を生じさせるような特性が製

品にみられる場合。 

• 製品の安全性に関して適用される規則に従った文書やマークが製品に付いていない場合。

ニューアプローチ指令の対象製品では、特にＣＥマークの有無が問題となる。 

 

② セーフガード条項手続き 

 

ニューアプローチ指令にはセーフガード（緊急制限）条項があり、これにより危険な製品の

市場投入や危険な製品によるサービスがあると判断したら、直ちにこれを制限・禁止するか市

場から製品を撤去することを加盟各国に義務付けている。このセーフガード条項手続きは、以

下の製品に限定されている。 
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• ニューアプローチ指令でカバーされている製品。 

• ＣＥマークの付いている製品。 

• 適切に製造され設置されメインテナンスを受け、所定の目的通りに使用されている製品で

も、加盟国政府が危害を確認した製品。 

 

加盟各国政府はセーフガード条項手続きで以下のような措置をとることができる。 

 

• 製品の市場への投入の制限または禁止、あるいは製品の市場からの撤去。 

• 製品シリーズや一群の製品に属する全製品を対象にした制限・禁止または撤去。 

 

加盟国がセーフガード条項を発動した場合、以下のような手続きがとられる。 

 

• セーフガード条項を発動した加盟国は、発動の理由を示すのに必要な情報や証拠を添え

て直ちに欧州委員会に通知する。 

• 欧州委員会がこの加盟国の行動を妥当とみなせば、他の加盟国にもその内容を通知す

る。 

• 加盟各国には、この製品に対して自国内で適切な措置をとることが義務付けられる。 

 

③ 情報交換システムと加盟国間の協力体制  

 

製品の危険性について加盟国間で迅速に情報を交換して対応するため、主に以下のよう

な情報交換システムがある。ＥＵでは、1999～2000 年にかけて、当時の全加盟国（15 ヵ国）とノ

ルウェーの施行当局の専門家が参加し、欧州委員会の資金提供により「相互共同訪問プログ

ラム（MJVP：Mutual Joint Visit Programme）」を実施した。このプログラムは、EMC、玩具、低電

圧機器、機械、身体保護用具の５セクターを対象に、市場監視の専門家が他の参加国を視察

し、その内容を報告し合ったものだが、市場監視のアプローチと水準が国によって大きく異な

ることが浮き彫りされた経緯があり、関連機関間の情報交換の重要さが確認された。 

 

ａ）行政協力のためのグループ 

 

ＥＵ域内で危険な製品を排除するために、各国の監視当局間の協力関係が重要となってく

る。欧州委員会では協力を促進するため、行政協力（ADCO：Administrative Co-operation）グ

ループや SOGS（Senior Officials Group on Standardisation and Conformity Assessment Policy

／標準化および適合性審査政策における高官グループ）を組織し、国境を越えた市場監視

のプロジェクトを支援する補助金を提供している。ニューアプローチ指令では、各国間の行政

協力について以下のような内容を規定している。 
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• 行政協力は加盟各国の義務であり、各国の監視当局と欧州委員会はニューアプローチ指

令を適切かつ統一的に施行するため互いに支援しなければならない。 

• 加盟各国は欧州委および他の加盟各国に監視当局のリストを提供し、監視当局が行政協

力を調整するコンタクトポイントとなる。 

• 各国の監視当局は、自発的あるいは要請に応じて情報を提供する。 

• 行政協力の枠組みにより交換された情報は、守秘義務の要件が適用される。 

• ニューアプローチ指令の実施に関する行政協力は、各指令に基づいて設立された作業部

会や SOGS で取り組む。 

 

ｂ）RAPEX（Rapid Alert System for Non-Food Products） 

 

消費者向け製品（医薬品および医療機器を除く66）で深刻かつ急速に危険が生じる場合に

緊急事態を処理するため、一般製品安全性指令によって緊急警告システム「RAPEX」67が設

けられている。これは食品以外のあらゆる消費者向け製品を対象に、重大な危害をおよぼす

製品に対する措置に関して情報を交換するもので、市場監視の協力強化を狙っている。各国

当局は国内のコンタクトポイントを通じて欧州委員会の健康・消費者保護総局と情報を交換・

共有できるようになっている。このシステムは加盟国だけでなく域外国や国際機関にも開かれ

ている。 

 

c）ICSMS（Information and Communication System for Market Surveillance） 

 

各国の情報交換のシステムでは、現在 11 ヵ国が参加している市場監視のための情報コミュ

ニ ケ ー シ ョ ン ・ シ ス テ ム ICSMS （ Information and Communication System for Market 

Surveillance）もある。これはニューアプローチ指令の対象となる製品について、参加国内の監

視当局が危険と判断した製品に関して情報を交換するものである。製品に対する試験結果や

欠陥の内容、発生した事故の内容、監視当局による対応措置などを含めた製品に関する情報

データをシステムに入力することで情報を共有する。このシステムの特徴として以下の点が挙

げられる。 

 

• 危険な製品に関する情報を直ちに交換できる。 

                                            
66 なお、医療機器については特別な警戒システムが設けられている。ここでは医療機器について、患者や利用

者の生命に関わる危険や健康の悪化を招くような欠陥、不適切なマーク、取扱い説明書の不備が発覚した場

合に、加盟国の監視当局は直ちに欧州委員会および他の加盟国に通知することを義務付けられている。また、

医薬品についても別途、汎ＥＵでの緊急警告システムがある。そのほか、製品が直接的・間接的に傷害の原因

となった場合、データを収集し情報を交換するシステムが設けられている。これは特に家庭およびレジャーで

の事故を対象としている。 
67  http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm  
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• 違反している製造業者を迅速に見つけ出して罰則を与えることができる。 

• １つの監視当局が実施した試験結果を全参加国の当局が利用でき、作業の重複を回避で

きる。 

• 税関の TARIC（ＥＵ統合関税）システムが ICSMS 内に導入されており税関との協力を強化

できる。 

• 一般市民からの苦情に対応する適切な機会を与えることができる。 

 

ICSMS には現在、オーストリア、ベルギー、エストニア、ドイツ、ルクセンブルク、マルタ、スロ

ベニア、スウェーデン、スイス、オランダ、英国が参加しているが、このシステムを欧州における

市場監視向上のため、 大限に活用するプロジェクト「ICSMS２」が提起されている。ICSMS の

効果・効率や透明性を高めるための計画には、以下のようなものがある。 

 

• ICSMS を RAPEX に接続することで既存の情報システムの活用を高める。 

• 評価モジュールを統合することで ICSMS による評価の可能性を向上させる。 

• すべての加盟国での利用を促進するために、全加盟国の言語を ICSMS に取り込む。 

 

d）域内市場情報システム（IMI：Internal Market Information System） 

 

2003 年 11 月、域内市場諮問委員会は、単一市場拡大に向けて域内市場情報の交換、管

理を強化し、さらなる加盟国間協力を支援するための域内市場情報システム（IMI：Internal 

Market Information System）の構築が必要と結論付けた。その後 2005 年までのパイロット・プロ

ジェクトが成功し、企業・産業総局が所管する共同体プログラム「IDABC 作業プログラム」の１

つとして IMI の構築・導入プロジェクトに 80 万ユーロが割り当てられた68。IDABC 作業プログラ

ムは一般に、行政・企業・市民への欧州電子政府サービスの共同提供に関わる事項を扱って

おり、後述する SOLVIT もこの IDABC 作業プログラム傘下にある。 

 

ICSMS が市場監視のための情報およびコミュニケーション・システムであるのに対し、IMI は、

域内市場に関する加盟国間の効果的な行政協力を支援し、加盟国間の情報交換のための総

合的ツール、および企業や市民に向けた電子政府サービスの基盤を提供するシステムである。

また、既存のシステムを活用し、追加的な法規制を導入することなく、加盟国の負担を 小限

に保つこともその大きな特徴である。IMI はＥＵ全域にわたり、域内市場に関する所轄当局と専

門家のデータベースを単一のユーザインタフェースで提供する。 

                                            
68  域内市場諮問委員会は、企業・産業総局下の IDA（Interchange of Data between Administration）プログラム委

員会に IMI システム構築の実現可能性評価プロジェクト助成を申請し、７万ユーロの予算を受けてプロジェクト

が開始された。2005 年にプロジェクトが成功裏に終了し、IMI の情報システム構築・導入プロジェクトが IDABC

作業プログラム（Interoperable Delivery of European eGovernment Service to Public Administration, Business 

and Citizens Work Programme）として承認された。 
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e）SOLVIT の活用 

 

SOLVIT69は、欧州委員会域内市場総局の主導により 2002 年７月に運用が始まったオンラ

イン・ネットワークで、域内公的機関によるＥＵ法規の誤用により生じる問題について、一般市

民および企業からの苦情に基づき加盟各国間で協力、法的手続きによらず解決するための

制度である。他の加盟国での製品・サービスの提供や他の加盟国での生活上の問題を中心

に取り扱う70。域内の製品販売などにおける安全性の問題や障害解決も処理可能なことから、

ＣＥマークの問題などについてもビジネスヨーロッパ（旧 UNICE）71などが SOLVIT 活用促進を

提言している。 

 

 各加盟国内およびノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインの SOLVIT センターが苦情処

理を支援し、通常 10 週間以内に問題解決方法を提示している。SOLVIT センターは各国行政

組織の一部で利用は無料。同センター間のネットワークは加盟各国が運用しているが、欧州

委員会はデータベース設備を提供、必要に応じ迅速な問題解決に向けた支援など調整役を

果たす。欧州委員会で受理した苦情でも法的手続きを経ずに解決できるような問題であれば、

SOLVIT に苦情を回すこともある。SOLVIT の運用手順は次のとおり。 

 

i) SOLVIT センターは、寄せられた苦情の内容を詳細にチェックし、域内規則の誤用によ

るものか、必要情報がすべて入手可能か確認する。 

ii) 問題をオンライン・データベースに入力すると、自動的に問題が発生した加盟国の

SOLVIT センターに転送される。 

iii) 転送されたセンターでは 1 週間以内に、その問題を取り扱うか確認する。問題に十分な

根拠があるか、現実的に問題が解決できるか検討する。問題解決のため、国内法を適

切に適用するだけではなく国内法の改正が必要ならば、正式な法的手続きが必要とな

ることもあり、SOLVIT センターは国内法改定について加盟国への説得を支援することも

できる。 

iv) 問題解決までの期間は 10 週間が目標。問題を受理したセンターと転送されたセンター

は解決に向け協力、受理したセンターは進行状況を、苦情を寄せた当人に知らせる。 

 

SOLVIT は紛争解決のための代替メカニズムで、正式な手続きを踏むより迅速な処理が可

能である。苦情を寄せた人や企業は、提示された解決法を受け入れる必要はないが、

                                            
69  http://europa.eu.int/solvit/site/index_en.htm  
70 製品の市場アクセス、サービスの市場アクセス、自営業の設立、公的調達、課税、資本の自由な移動、職業資

格やディプロマの認証、教育へのアクセス、居住許可、投票権、社会保障、雇用者の権利、運転免許、自動車

車両登録、国境審査など 
71 http://www.businesseurope.eu  
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SOLVIT に対し法的手続きや苦情申し立てはできない。ただ、問題が解決されない場合や提

示された解決策を受け入れがたい場合、国内法廷での法的手続きや欧州委員会に対する正

式な苦情申し立てができる。 

 

 

（６）相互認証 

 

① ＥＵ域外の欧州諸国との相互認証 

 

ＥＵ域外の中で周辺の欧州諸国に対しては、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインの

EFTA 諸国に対する相互認証制度がある。ＥＵ域外の周辺国の中でスイスは、ＥＵと２国・地域

間の相互認証協定（後述）を結んでいる。 

 

• EEA（欧州経済地域）協定（Agreement on the European Economic Area） 

1994 年１月に発効した協定で、製品の自由な流通を目的にすべてのニューアプローチ指

令を含む関連したＥＵ法をカバーする協定である。これにより製品の流通では、基本的に

はＥＵ域内諸国とほぼ同等の枠組みとなっている。 

 

② その他のＥＵ域外諸国との相互認証協定 

 

ＥＵは相互認証協定（MRAs）を米国、カナダ、豪州、ニュージーランド、スイス、イスラエル、

日本と結んでいる。相互認証協定は２国・地域間協定で、適合性評価結果を互いに受け入れ

るもので、ポイントは以下のとおりである。 

 

• 輸出国側の適合性評価機関（CABs：Conformity Assessment Bodies）によって実施された

適合性評価の結果を、自国（域内）の適合性評価機関で実施されたものと同様の保証が

得られるものとして受け入れる。 

• 輸出国側は適合性評価を行う機関を指定し、相手国（地域）政府に通知する。 

• 技術規格や適合性評価手続きは、輸入国（地域）側の制度を適用する。 

• 技術基準や規格そのものの受け入れ、同等性の認知、整合化をするものではない。 

 

相互認証協定では、相互認証の基本原則を定めた枠組み協定（協定総則）と分野別付属

文書からなる。分野別付属文書では特に、適用範囲や対象、法制上の要求事項、適合性評

価機関のリスト、適合性評価機関の認定手続きとその管轄当局、必要に応じて移行期間など

が定められている。この分野別付属文書は、状況に応じて追加・改定できるようになっている。

日本とＥＵの相互認証協定では、EMC を含む電気・電子製品、通信端末機器、化学品 GLP
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（Good Laboratory Practice／優良試験所規範）、医薬品 GMP（Good Manufacturing Practice

／製造管理・品質管理規範）の各分野で定めている。スイスの場合は、ＥＵの全ニューアプロ

ーチ指令について相互に認証しており、実質的に製品の自由な移動が保証されているが、そ

れ以外の国との相互認証協定では、対象分野が一定範囲に限られている。 
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３－２．ニューアプローチ指令の見直し作業の現状・方向性 

 

（１）見直し作業の経緯 

 

ＥＵの競争力および経済成長は、単一市場の柱となっている物の自由な移動が支えてきた。

これらの自由な物の移動は、ＥＵ域内で制定されている技術的な法律によって単一市場の完

成や運営にも貢献したと同時に、次のような問題点も浮上してきている。 

 

• ＥＵ各国政府によって異なる適合性審査機関の基準や、危険物および非適合製品に対

する罰則等の温度差と言った、国内の市場監視の構造・規定・方法のズレ。 

• 適合性マーク（ＣＥマーク）に対する懸念。 

• 同法律の施行および実施における一貫性の欠如。 

 

① 2003～2007 年の動き 

 

これまでのニューアプローチ見直し作業に関する主な動きを以下に時系列で示した。 

 

2003 年 

５月： ＥＵ域内の製造業者や適合性審査機関、省庁などを含む広範な利害関係者への諮

問結果を基に、欧州委員会は「ニューアプローチ指令の実施強化」と題した通達文

書72を欧州議会および閣僚理事会へ提示。同通達には、欧州委員会からの勧告も

含まれ、ニューアプローチ指令の見直しを打ち出した。 

11 月： 欧州理事会は、通達内容を理事会決議73として受け入れ、欧州委員会に対して提案

に沿った取り組みを求め、特に、適合性審査と市場監視（マーケットサーベイラン

ス）・ＣＥマークの強化に重点を置くよう求めた。 

 

2005 年 

年間を通じて CERTIF 文書（後述）を多数発表（次項②表 13 参照） 

 

 

 

 

 

                                            
72 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 7 May 2003: Enhancing 

the Implementation of the New Approach Directives COM(2003)240, Brussels, 7.5.2003 
73 Council Resolution of 10 November 2003 on the Communication of the European Commission 'Enhancing the 

Implementation of the New Approach Directives' (Official Journal of the European Union C282/3, 25.11.2003) 
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11 月： 2003 年～2006 年のＥＵ域内市場戦略に対する進捗状況報告74が発表され、「ニュ

ーアプローチ指令の実施強化」の進捗状況は好調であると評価された。 

 

2006 年 

５月： ニューアプローチ見直し作業の一環として、「技術的アプローチへの横断的な法対

応の要素」75を含む 20 もの作業文書を広範な利害関係者に対し諮問した結果、250

の回答が得られ、これを基に提案書を作成。 

６月： 欧州委員会は、単一市場の基本的な見直し作業を発表。 

６～７月： ニューアプローチの見直し作業についてオンラインでアンケート調査を実施。280 の

回答が寄せられ、基本的に１回目の諮問結果を支持する形となった76。さらに、欧州

委員会は、欧州情報センター（Euro Info Centre）を通して、中小企業 800 社に対す

る個別のアンケート調査を実施。 

９月： SOGS（Senior Officials Group on Standardisation and Conformity Assessment Policy

／標準化および適合性審査政策における高官グループ）（３－１．（５）③ａ参照）によ

って、工業製品に関する横断的な法案77を発表。既存の法的枠組みは、複数の矛

盾と不確実性によって指令の異なった解釈や実施という問題が発生。共通項目（定

義、適合性を示す手順など）の解釈の違いが、複数の指令の対象となる製品の多く

に影響を与えている。これは過去 20 年間においてさまざまな指令が異なる時期に導

入されてきたからである。このような法的不確実性の対処方法としては、一時的な改

善策にしかならない関連規約の修正を図るより、枠組み自体の変更が必要であり、

将来的に調整の取れた対応策を保証するためにも、横断的な法的枠組みの制定が

提案された。この横断的法的枠組みには、定義、適合性審査手順、ＣＥマークおよ

び公認認証機関の規定など製品の法規制に関連するすべての共通要素が含まれ

る。 

 

2007 年 

２月： 欧州委員会は、「物の域内市場：欧州の競争力の基盤」78と題した通達を欧州議会、 

                                            
74 “Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and 

Social Committee and the Committee of the Regions – Second Implementation Report of the Internal Market 

Strategy 2003-2006” Commission of the European Communities (COM(2005)11 final) (Brussels 21.11.2005) 
75 CERTIF 文書 2005－16 Rev2, SOGS N529 EN。

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/pdf/draft_certif_2005_16_rev2_foreword.pdf  
76 2006 年 6 月 1 日～7 月 26 日まで、公開で行われたインターネット諮問の回答結果は、オンラインで見ることが

できる。http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/review_en.htm  
77 A horizontal legislative approach to the harmonization of legislation on industrial products – draft instrument.  

6 September 2006 (N560-1/N560-2 EN) 
78 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and 

Social Committee. The Internal Market of Goods: a cornerstone of Europe’s competitiveness. Brussels, 

14.02.2007 (COM(2007)35) 

http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/internal_market_package/docs/com2007-35_internalmarket_en.pdf  
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理事会および経済社会評議会に提出。同通達では、域内での物の自由な移動に

対する主な技術的障壁が取り除かれているのにもかかわらず、域内市場の将来に

ついて関係者への諮問を行った結果、ニューアプローチ指令に関連し以下のような

弱点があることが指摘されている。 

 

ⅰ）関係者は製品のマーケティングに関してＥＵが定めている必要事項の不明確さ

や矛盾点、ＣＥマークの欠点などについて不満を訴えている。 

ⅱ）消費者は全体的にＣＥマークの意味を把握しておらず、加盟国によってルール

の適応度にも差がある。 

ⅲ）適合認証が加盟国によって異なっているため、製造業者は検査および公認認証

機関より異なる水準のコストを課せられことがある。 

 

￭ 欧州委員会は通達とともに、「製品のマーケティングに関する市場監視および認

証のための必須条件の設定に関する欧州議会および理事会規則」79および「製

品のマーケティング活動に関する共通の枠組みに関する欧州議会および理事

会決定」80の草案を採択。 

  

￭ 「21 世紀型単一市場のビジョン」81と題したＥＵ首脳会議（３月開催）に向けた中

間報告書を発表。 

 

② CERTIF 文書 

 

CERTIF 文書とは、ニューアプローチおよびグローバルアプローチに関して欧州委員会が

作成しているガイドラインとは別に、適合性審査の特定の問題についてＥＵレベルでのコンセ

ンサスを各作業部会が示した補完的な文書である。欧州委員会は、これら文書をニューアプロ

ーチ見直しに関連する法案作成の土台としている。  

 

      表 13 に、これまで諮問に出された CERTIF 文書の一覧を示す。  

                                            
79 Proposal for a Regulation（EEA）of the European Parliament and of the Council setting out the requirements for 

accreditation and market surveillance relating to the marketing of products, presented by the Commission of 

the European Communities. Brussels 14.02.2007 (COM(2007) 37 final), 2007/0029(COD). 

http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/internal_market_package/docs/com2007_0037_en.pdf  
80 Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on a common framework for the 

marketing of products, presented by the Commission of the European Communities, Brussels 14 February 

2007 (COM(2007) 53 final), 2007/0030(COD). 

http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/internal_market_package/docs/com_2007_0053_en.pdf  
81 EU Press release: ‘A vision for the single market of the 21st century’, Brussels, 21 February 2007. IP/07/214 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/214&format=HTML&aged=0&language=EN

&guiLanguage=en ‘ 
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      表 13： 諮問に出された CERTIF 文書の一覧 

2004 年 

CERTIF 2004/1 工業製品の安全性および自由なマーケティングのための技術規則 

2005 年 

CERTIF 2005/1 rev.1 ISO 9001:2000 の導入後の品質保証モジュール 

CERTIF 2005/2 ＥＣ適合宣言 

CERTIF 2005/3 公認認証機関の指定（第１部）：公認認証機関の共通必要条件 

CERTIF 2005/4 公認認証機関の指定（第２部）：公認認証機関の評価、指定および監視に

携わる行政機関・団体の共通要件 

CERTIF 2005/5 認定のための欧州基盤 

CERTIF 2005/6 公認認証機関の指定を支援する認定 

CERTIF 2005/7 市場監視の域内枠組み 

CERTIF 2005/8 公認認証機関のネットワークの構築 

CERTIF 2005/9 技術調和における基本概念の共通理解 

CERTIF 2005/11 ＣＥマークの役割および意味 

CERTIF 2005/12 域内の認可方針：欧州認可制度内での責任および義務 

CERTIF 2005/13 セーフガード条項および情報手順 

CERTIF 2005/14 技術的調和指令における適合性審査手順 

CERTIF 2005/14-table ＥＵ法における適合性審査手順 

CERTIF 2005/15 経済オペレーター（製造業者・輸入業者、卸売業者等）の義務および責任 

CERTIF 2005/16-rev1 技術的調和に対する横断的法律の取組みの要素（改訂１） 

CERTIF 2005/16-rev2 技術的調和に対する横断的法律の取組みの要素（改訂２） 

2006 年 

CERTIF 2006/1 ＥＵ法の実施を支える認定制度：認定制度に対する見込みとＥＡ※ 

CERTIF 2006/2 第三国から輸入される製品の安全性に関する規定の適合チェックに関する

規則 No．339/93 の効果の強化 

CERTIF 2006/3 技術的調和法における適合性評価のモジュール 

※ 欧州認定協力機構（European Co-operation for Accreditation）：欧州各国における試験所・検査機関の認定機

関のネットワーク。 

出所： 欧州委員会企業・産業総局ウェブサイト（http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/review_en.htm） 
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（２）インパクトアセスメントの概要 

 

 欧州委員会は 2007 年２月、「製品のマーケティングに関する市場監視および認証のための

必須条件の設定に関する欧州議会および閣僚理事会規則」と「製品のマーケティング活動に

関する共通の枠組みに関する欧州議会および閣僚理事会決定」の２つの草案を公表するとと

もに（３-２.（３）参照）、「インパクトアセスメント（影響評価）」82を作業文書として公表した。これは、

ニューアプローチを改善するための政策上の各選択肢について影響評価を行ったもので、オ

ンラインによる諮問をはじめ、これまでの諮問の結果を基にしている。２つの草案をまとめるに

いたった裏付けとなる文書である。ここには、草案で提示された政策がほかの選択肢に比べて

どういった利点があると欧州委員会が考えているかがわかる。 

 

① 集中して取り組むべき課題 

 

 インパクトアセスメントでは、ニューアプローチの見直し作業の中で、集中して取り組むことに

なった課題として以下の４点を挙げている。 

 

• 公認認証機関のパフォーマンスおよび認証プロセスに対する信頼性の欠如 

• 不十分な市場監視および指令の効率的かつ一貫した実施 

• ＣＥマークの意味と役割に対する誤解 
• 異なる指令間の矛盾 

 

 この４つの課題について、さらに何が問題なのかが以下のように示されている。 

 

ａ）公認認証機関のパフォーマンスおよび認証プロセスに対する信頼性の欠如 

 大部分の公認認証機関は適切な業務を行っているものの、一部の公認認証機関がこの種

の業務に対する信頼感を損なうような活動を行っている場合がある。公認認証機関に関する

主要な問題は次のとおりである。 

 

• 公認認証機関が提供する適合性審査サービスの水準に格差がある 

• 公認認証機関の能力審査や監視で透明性が欠如し、加盟国によって取組み方が違う 

• 認証手続きにおける不必要な負担を求める要件 

                                            
82 “Commission staff working document, Accompanying document to the Proposal for a Regulation of the European 

Parliaments for accreditation and market surveillance relating to the marketing products and A Decision of the 

European Parliament and of the Council on a common framework for the marketing of products, Impact 

Assessment” Brussels, 14.2.2007 SEC(2007) 173 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/pdf/impact_assessment_sec_2007_0173_en.pdf  
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• 問題に対処するために取られている現行措置 

 

ｂ）不十分な市場監視および指令の効率的かつ一貫した実施（指令実施での弱点と困難） 

 製品に対するＥＵの法規制は不十分で数多くの適合していない製品が市場に出回っている

と指摘されている。たとえば 2004 年にはドイツで販売されていた 33％の工業製品は、こうした

規制に適合していない製品で、そのうち 35％は生産国が不明であった。こうした法規制の実

施に関わる主要な問題は次のとおりである。 

 

• 市場監視の現行組織における不備 

• 流通チェーンにおける関係者による不十分な管理 

• 製品や「経済的オペレーター」の追跡の困難性 

• 不十分なセーフガイド条項のメカニズム 

• 問題に対処するために取られている現行措置 

 

ｃ）ＣＥマークの意味と役割に対する誤解（ＣＥマークへの誤解と信頼性の欠如） 

 製品がニューアプローチ指令に適合していること示すＣＥマークには、主として以下のような

問題がある。 

 

• ＣＥマークの意味に対する誤解 

• ＣＥマークに対する信頼性の欠如 

• 問題に対処するために取られている現行措置 

 

ｄ）異なる指令間の矛盾（現行規制の枠組みにおける矛盾と法的不確実性） 

 主要な問題は以下のとおりである。 

 

• 指令の解釈や施行における問題 

• 何年にもわたって製品に適用される法規制が制定されたことで、複雑で広範にわたって

いる 

• 「製造業者」「市場への投入」などの用語の定義が不明確で、市場や経済の展開によって

複雑化し、的確性が不十分で解釈の余地を残している。 

• 適合性審査手順の矛盾。複数の指令が対象となる製品の場合、製造業者は複数の手順

を適用する必要があり、これが混乱をもたらし、企業にとって大きな負担となっている。 

• 法的文言上の不明確性 

• 問題に対処するために取られている現行措置 
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② 政策上の選択肢 

 

 問題に対処するための政策上の選択肢としては、基本的に以下の３つの選択肢があった。 

 

• 第１選択肢：現行の状況を変更しない 

• 第２選択肢：現行法規制の改正や新たな法規制を伴わない、法規制以外の措置 

• 第３選択肢：現行法規制の改訂や新たな法規制の導入 

 

 こうした基本の上に、主要な４つの課題のそれぞれに対して表 14 に示したような選択肢が

示された。 

 

表 14： ４つの主要課題に対する政策上の選択肢 

●公認認証機関のための選択肢 

選択肢１ 公認認証機関のネットワークと公認認証機関の横断的グループの創設 

選択肢２ 公認認証機関の活動に対する規制 

選択肢３ 公認認証機関の能力の審査と監視の業務をＥＵレベルで集中させる（欧州委員会が

担うか新たな機関を創設） 

選択肢４ 公認認証機関の能力の審査と監視をＥＵで共通した法的枠組みに基づいて各国レ

ベルで実施し、欧州レベルのインフラが支える 

選択肢５ 電子通知手続き 

●指令の実施改善のための選択肢 

選択肢１ 既存の協力メカニズムを拡大することで、市場監視当局の協力を強化する 

選択肢２ 経済オペレーターに対して義務に関する認識を向上させる 

選択肢３ 市場のもっと効率的な管理 

１）市場投入前にもっと厳重化する 

２）市場投入後のもっと効果的な管理メカニズム 

選択肢４ 低要求事項を定めた市場監視に関するＥＵの共通的枠組み 

選択肢５ トレーサビリティーの強化と輸入業者の義務の導入 

●ＣＥマークに対する理解向上のための選択肢 

選択肢１ ＣＥマークの意味に関する情報・認識向上キャンペーン 

選択肢２ ＣＥマークの廃止 

選択肢３ ＣＥマークの現行の意味の変更 

選択肢４ ＣＥマークの法的保護の強化 

●法的枠組みにおける用語と手続きの矛盾除去のための選択肢 

選択肢１ 既存の法的文書の即時の修正 

選択肢２ 参照法律文書の作成 

出所：欧州委員会・”Commission staff working document-Impact Assessment” 
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③ 影響分析と採用された選択肢 

 

ａ）公認認証機関のための各選択肢に対する評価 

 

変更しなかった場合の影響 

認証機関の能力に対する効果が不十分な監視は、適合性審査の質や厳格性を損なう。こ

れは不適合製品を増やすことにつながり、市場に危険な製品や環境上危害のある製品を流

通させる可能性がある。 

 

公認認証機関のネットワーク化（選択肢１） 

公認認証機関にとっては新たなコストは発生しない。しかし、この措置は問題解決には不十

分となる可能性がある。 

 

公認認証機関の認定に関するＥＵの法的枠組みの創設（選択肢３・４） 

• ＥＵ全体における評価・監視制度の一貫性を高め、基準や手順に一貫性がないことで生

じる現在の競争環境の歪みを取り除く。 

• 認定の利用は全関係者から幅広い支持を得ており、公認認証機関もこれによる好影響に

納得している。 

• 認証機関の一貫性の高い監視強化で、製造業者は一貫した適合性審査サービスを受け

られるという利点がある。 

• ＥＵ全体における一貫性の高い認証システムの確立と認定に関するＥＵで共通した政策

的枠組みの導入は、ＥＵ経済の効率性に好影響を与えることができると考えられる。 

 

認定作業のＥＵレベルでの集中化/認定のための欧州レベルの機関設置（選択肢３） 

• 新たな機関の設置と運営にはかなりのコストが必要となる。 

• 加盟各国の認定機関は、既存構造の利用や規制された分野とされていない分野におけ

る構造の一貫性、追加コストの面からこうした機関の設置には反対するのが普通である。 

• 各国の認定機関からすでに認定を受けている公認認証機関にとっては、移行段階で追

加的なコストや管理上の負担になる。 

 

各国レベルで実施する認定をＥＵで調整したインフラで支える（選択肢４） 

• ＥＵレベルと各国レベルの活動を統合するもので、双方にとって建設的な利用が可能とな

る。 

• ＥＡが、独立性や必要とされる技術的能力の水準を保証できる立場にある。 

• 追加コストは年間 200 万ユーロである（そのほかにＥＡの予算として 50 万ポンド）。 
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• 一部の加盟国は、国内の認定機関同士または他の国の認定機関との間の協力を強化す

べきと考えている。 

• 欧州委員会のアンケート調査でも、この選択肢は各国の認定機関の間で 善策と見られ

ていた。 

 

電子通知システム（選択肢５） 

• 官報による公的認証通知の一覧から電子システムに転換することに法的裏付けを導入す

ることは、通知プロセスを大幅に簡素化する。 

• ウェブ上で公認認証機関の詳細が表示されれば、公認認証機関は遅延なく即座に業務

を遂行できる。 

 

採用された選択肢 

選択肢４が 適とされた。同時に選択肢の１と５も提案に盛り込まれた。 

 

ｂ）市場監視（マーケットサーベイランス）のための各選択肢に対する評価 

 

変更しなかった場合の影響 

不適合な製品が自由に市場に投入されれば、利用者は消費者、従業員などの健康と安全

を危険にさらすことになる。不適合の製品が市場に増えていることは、潜在的な危険を示して

いる。この状況を改善しないと、域内市場の障害を認めることにもなる。ＥＵ法は製品の販売で

調和した条件を定める一方で、各国でルールの実施状況が異なるために市場が依然として細

分化したままとなるからである。 

 

市場監視当局による既存の協力メカニズムの向上（選択肢１） 

• 市場監視当局の協力は、市場監視を効率的に実施することができる。 

• この選択肢では公的機関および欧州委員会にコストが発生する。 

 

市場投入前の厳重な管理（選択肢３） 

• 追加的な試験や証明の要件は、すでに適合している責任ある製造業者を含めて全製造

業者にとって義務となる。 

• こうした取組みは、企業にとっては追加的な負担となる一方で、実際に現在の状況の改

善につながるかどうかは疑わしい。 

 

市場監視の共通の枠組み（選択肢４）に加えて経済オペレーターの義務（選択肢２）とトレーサ

ビリティ（選択肢５）の実施 

• 企業の大多数は市場監視の強化を強く支持している。また企業は、これによって生じる追
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加的なコストは大きくないと考えている。 

• 統一的で十分に厳格な水準の市場監視のために必要な要件を定めた枠組みは、加盟

各国に現在の国内制度を維持する可能性を与え、コストも限られたものになる。また加盟

各国に特定の状況に対する一定水準の柔軟性を残すことができる。 

• この選択肢について市場監視当局は良い評価を与えている。 

• 大きなコストが発生するのは、現在のところ効率的な市場監視システムを構築していない

加盟国だけである。 

 

国境管理の実施のための義務の導入 

• 国境管理には二重の効果がある。１つは、安全でない製品が市場に参入することを防ぐ

ことができる。もう１つは、１カ所の税関で収集した情報を他の税関や市場監視当局が利

用できる。 

• 追加的なコストは発生するものの、一方で情報交換によって対象を絞ることができればコ

スト節減につながる。 

 

トレーサビリティーと輸入業者の義務（選択肢５） 

• 諮問では追加的コストを予想する声が大多数であるものの、コストをかけるに値すると見ら

れている。 

• トレーサビリティーの目的を達成するには、異なる手段が考えられるが、企業に対する経

済的な影響も異なってくる。コスト効果から次の手段のいずれかが、大多数の市場監視当

局から支持を得られる。 

ⅰ） 第三国からの製品輸入で公認代理人を指定することを一般的義務として導入する。 

ⅱ） 製造業者・輸入業者・流通業者の登録制度を確立する。 

ⅲ） 製品の製造業者と輸入業者を明確化する義務と供給業者や製品の購入業者（ 終

ユーザーおよび消費者への供給業者を除く）を明確化するための全経済オペレータ

ーの義務 

大部分の企業は、法制度は も負担が大きいと考えている。このため新たな負担を与え

ないのは、既存の義務を利用することである。このため、公認代理人の指定が も適して

いる。 

 

採用された選択肢 

選択肢「３-２）」が も効果的とされ、さらに１、４、５も提案に盛り込まれた。 

 

ｃ）ＣＥマークへの理解と信頼性の向上のための選択肢に対する評価 

 

変更しなかった場合の影響 
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 ＣＥマークの意味の不明確さは、主として消費者向けの情報政策の問題である。ＣＥマーク

は、消費者の購入行動にほとんど影響を与えていない。また、ＣＥマークの信頼性が損なわれ、

産業界にも影響を与える。 

 

情報キャンペーン（選択肢１） 

• 十分な情報を得られれば消費者のＣＥマークに対する理解が向上し、ＣＥマークの付いた

製品を購入するようになる。 

• 情報キャンペーンは企業にとってはコストがかからない。情報を得た消費者がＣＥマーク

の付いた製品を買い求め、付いていない不適合製品を避けることで企業には競争力につ

ながる。 

• 一般に幅広く情報を伝えるためには、ＥＵ全体で 500 万ユーロが必要となる。 

 

ＣＥマークの意味の変更（選択肢３） 

• 意味の変更で大きな疑問は、それによって消費者の理解が高まるかどうかという点である。

いかなる変更もさらに混乱を引き起こす可能性が高い。 

• 第三者の認証を受けている製品に別種のＣＥマークを導入することも、さらに混乱を引き

起こす可能性が高い。 

• いずれの場合でも変更する際には、大々的な情報キャンペーンが必要となる。 

• 企業に対する調査では、変更については否定的な見方が強かった。特に現在、公認認

証機関の認証を必要としていない業界でこれが顕著であった。 

• ＣＥマークの意味のいかなる変更も、国際貿易に大きな影響を与える。ＣＥマークは欧州

製品にとっては資産であり、国際貿易における欧州の製造業者の競争力を強化する。Ｃ

Ｅマークが製品にないと欧州の製造業者の地位はかなり弱められる。 

• 第三者の認証を受けている製品に対する特別なマークの導入も、国際貿易に悪影響を

与える。取引相手がＥＵの新しいマーク表示の制度を理解するまで時間がかかるためで

ある。 

• ＣＥマークの意味の変更は、少なくとも一定期間、域内市場の円滑な機能を損なう可能性

がある。 

 

ＣＥマークをＥＵ集団商標として法的に保護（選択肢４） 

• ＥＵ集団商標として法的に保護することは、ＣＥマークの信頼性を自動的に強化するもの

ではない。ただし、ＣＥマークを間違って使用している経済オペレーターに対して、当局は

法的な行動を起こす新しい手段を得る。 

• 企業は不正に使用している競合相手に対して、集団登録商標の保護で訴えることができ

る。裁判所にも罰金を科す手段を与えることになる。 

• 終的に、産業界にとって追加コストを発生させることなく欧州企業の競争力に良い影響
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を与える。 

• 市場における製品の安全水準を高めることになる。 

 

採用された選択肢 

 情報キャンペーンの重要性から選択肢１が、また大きなコストをかけずに効果を高める手段と

して選択肢４が提案に盛り込まれた。 

 

ｄ）法的枠組みにおける矛盾除去のための選択肢に対する評価 

変更しなかった場合の影響 

 企業には、複雑な法制度の分析に努力を費やすことなどから追加的なコストが発生する。た

だ、もっと重要なのは、異なる手順によって追加的な適合や適合審査のコストなどがかかること

である。 

 

共通の定義や手順を定めた参照文書の作成（選択肢２） 

• 既存の法的枠組みを直接変えることはない。そのため影響は限られている。 

• 関係者への諮問では、ＥＵ法の用語の調和に強い支持があり、こうした措置には追加的

な負担はないと見られている。 

• 適合性審査手順に一貫性をもたらすことで可能となる簡素化やコスト削減も追及できる。 

 

採用された選択肢 

 変更しないと言う選択肢はありえず、選択肢２が提案に盛り込まれた。 

 

 

（３）欧州委員会提案の概要 

 

① 規則案および決定案 

 

適合性審査、認証システム、市場監視、基準規格化および技術的調和の各分野の専門家、

および貿易、消費者保護などの専門家が議論に参加し、アンケート調査の受取も担った。欧

州委員会はさらに、規格化および横断的な項目に関連するそれぞれの国内の専門家とも協

議し、各専門分野から助言が盛り込まれて、2007 年２月 14 日に提案（通達）83を発表した。 

 

欧州委員会は、通達とともに、に「製品のマーケティングに関する市場監視および認証のた

                                            
83 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and 

Social Committee. The Internal Market of Goods: a cornerstone of Europe’s competitiveness. Brussels, 

14.02.2007 (COM(2007)35) 

http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/internal_market_package/docs/com2007-35_internalmarket_en.pdf  
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めの必須条件の設定に関する欧州議会および閣僚理事会規則」84と「製品のマーケティング

活動に関する共通の枠組みに関する欧州議会および閣僚理事会決定」85の草案を採択した。

以下には規則案および決定案の概要を示す。 

 

ａ）規則（Regulation）案 

 

規則案では、安全基準を満たしていない危険な製品（第三国からの輸入を含む）から市民

を守るため、市場監視の規制強化の導入を提案している。また、適合審査機関による認証の

役割の強化を通して、適合審査への信頼性を高めることも目的としている。同規則案は、認証

および市場監視に関する既存の法律を統合する枠組みであり、既存のＥＵ法に対し、工業製

品の安全なマーケティング環境のさらなる強化および現代化を図る。具体的には次のような措

置が提案されている。 

 

• 各国および欧州レベルでの認可システムを調整し、域内で統一された評価制度を設ける

ために、既存のＥＡ（European Co-operation for Accreditation/欧州認定協力機構）の認

知を高める枠組みの制定。 

• 域内での市場監視強化の枠組みを作り、各加盟国・行政機関の間で情報共有を図る。ま

た、域内法が適用されない場合、各加盟国の行政機関に対して、基準に満たない安全で

ない製品を市場から撤去および制限する権限を与える。 

• 同規則発効から２年後に、規則（EEC）No．339/93 を廃止する。また、同規則は、ＥＵ官報

で発表されてから 20 日目に発効する。 

 

ｂ）決定（Decision）案 

 

決定案は、工業製品に対する共通の法的枠組みを設定したうえ、今後、分野別に策定され

る法令のツールボックスの役割を担う。これらの措置は、年間約１兆 5,000 億ユーロの市場規

模に相当する 22 の産業分野に影響を与えることとなる。また、ＣＥマークの役割と目的を明瞭

化し、必要とされていた法的権限が与えられた。これら２つの措置は、相互補完的であり、今後

ＥＵ域内市場に投入される製品の信頼度向上を促進する。決定案の主要事項は以下のとおり

である。 

                                            
84 Proposal for a Regulation (EEA) of the European Parliament and of the Council setting out the requirements for 

accreditation and market surveillance relating to the marketing of products, presented by the Commission of 

the European Communities. Brussels 14.02.2007 (COM(2007) 37 final), 2007/0029(COD). 

http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/internal_market_package/docs/com2007_0037_en.pdf 
85 Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on a common framework for the 

marketing of products, presented by the Commission of the European Communities, Brussels 14 February 

2007 (COM(2007) 53 final), 2007/0030(COD). 

http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/internal_market_package/docs/com_2007_0053_en.pdf 
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• 将来的に策定される分野別法令の基盤となる枠組みを確立。分野別法令への共通要素

の組み込みに関する指針など利用し、政治的および技術的に可能な限り一貫性のある

分野別法令を制定するためのガイドラインを作成。 

• 調和された定義、製造業者・輸入業者・卸売業者に対する共通義務、適合性審査機関の

選定基準、各加盟国内の通知機関および通知手順の規定を設定。 

• ＣＥマークの定義統一、ＣＥマークを貼り付ける者に対する責任規則およびＣＥマークを域

内ＥＵ共通商標としての保護。 

• 域内での調和された法律の効率的な施行および該当法律とセーフガード条項を関連付

けるために、一般製品安全指令（GPSD）システムの延長として、情報および市場監視制

度を確立。 

• 市場監視の補足手段として、将来のセーフガード体系の整合性の取れた条項を設定。 

• 同提案書により、適合性審査のモジュール制度およびＣＥマークの貼付・表示に関する

1993 年の理事会決定（No．93/465/EEC）86を廃止。 

 

② 提案書の主要論点 

  

以下にニューアプローチ見直し作業の提案作成にあたり、主要点である「ＣＥマーク」「市場

監視」および「適合性審査・公認認証機関」についての主な論点と、決定案に示されたモジュ

ールの変更案をそれぞれ示す。 

 

ａ）ＣＥマーク 

 

問題点 

製品に貼り付けられたＣＥマークは、規定事項をすべて満たしていることを意味し、基本的

に施行当局のためのマークであることから混乱が生じている。大多数の消費者はＣＥマークの

本来の意味を理解しておらず、製品の由来を表示するマーク、あるいは、製品が当局の検査・

認可を受けていることを意味するものと認識しているケースが多い。また、ＣＥマークに対する

認識が低いため、消費者は率先してＣＥマークが添付されている製品を選んでおらず、ＣＥマ

ークの有無に関係なく製品を購入しているため、危険な製品を購入する可能性が高くなって

いる。消費者がＣＥマークの意味を理解し、ＣＥマークが付いていない製品を積極的に避ける

ことによって、市場の遵守レベルの向上につながる。 

 

                                            
86 93/465/EEC: Council Decision of 22 July 1993 concerning the modules for the various phases of the 

conformity assessment procedures and the rules for the affixing and use of the CE conformity marking, which 

are intended to be used in the technical harmonization directives. (Official Journal L220, 30/08/1993) 
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対応策の検討 

ＣＥマークの意味の根本的な変更およびＣＥマークの廃止は、問題点の改善策とはならず、

むしろ問題点は増えるという観点から除外された。また、マーク廃止は当局が明確なコンプライ

アンス指標を失うことを意味する。ＣＥマークは品質を保証するものではないため、市場監視官

は製品が 100％安全かどうか分からないにしても、ＣＥマークが付いていない製品は必要事項

を満たしていないとみなされることから、危険な製品である可能性が高いと判断できる。ＣＥマ

ークの廃止は、明らかに当局および消費者の利益にならないと判断された。したがって、産業

界や当局に大きな負担をかけず、消費者の認識不足を解消するには、情報提供の強化が

も適切な処置と判断された。法文を変更するより、多数の消費者を対象にした大々的な域内

情報キャンペーン活動を行うことで、ＣＥマークの効率的な理解向上を目指せるとしている。 

 

提案 

• 消費者の認識を向上させるキャンペーンの実施。 

• 域内の共通の商標（集団商標）として登録する。これにより、ＣＥマークを適切に使用しな

い業者に対して、関連当局は必要な法的措置を取ることが可能となり、ＣＥマークの信頼

性にもつながる。 

 

ｂ）市場監視 

 

問題点 

現在の市場監視は域内において一貫性と厳格性に欠けている。そのため、規定に満たな

い大量の製品が市場に毎年投入されている。これは、各加盟国の当局が有効かつ一貫した

市場監視制度を適用する必要手段に欠けているためである。それは、変化の速い経済、市場

に投入される新製品の数の増大、第三国からの輸入製品の増大といった常に新たな課題に

直面しているからで、こうした市場の展開に各国の資源が追いかないためである。さらに、国際

化の進展や商取引の複雑化に伴って、流通チェーンでのプレイヤーの識別がさらに難しくな

っており、問題発生時に監視当局は適格な担当者・責任者と協議することが困難となっている

からでもある。 

 

他方では、欧州での現在の市場監視制度は、域内の国境が取り除かれた域内市場監視に

適さなくなっているという問題がある。製品は域内のチェックポイントを通過する必要もなく自由

に移動することが可能だが、各加盟国の監視当局の権限は、自国内に限られている。したが

って、危険な製品や違法な製造業者・輸入者を効率良く特定するには、国境を越えた協力体

制が必要となっている。すでに、RAPEX（３-１．（５）③ｂ）参照）などの効果的な協力システムが

導入されているが、特定の分野・活動に制限されているため、広範な監視能力を持たない。 

 



 126

これらの理由から、情報の交換と共有が常に行われているわけではなく、加盟各国の情報

に重複があり、域内の市場監視の効率を低下させる要因となっている。また、加盟国によって、

コントロールの度合いや規定に満たない製品に対する罰則レベルが異なるため、違法製品は

監視水準の低い加盟国市場から域内市場に侵入し、加盟国全体の施行努力を脅かしている。

このような、加盟国間の弱点を突くことで、違法な製造業者・輸入業者が何度もシステムを潜り

抜けて消費者を危険な製品にさらしている。また、市民もＥＵ法の権限に対して不信感を覚え、

悪循環を招いている。規定を守らないことで製品を安く市場に投入することが可能になるため、

法令を遵守している製造業者は、違法な製品との市場価格競争に負け、規定を守っているこ

とが不利に働き、法的枠組み自体を脅かすこととなる。 

 

対応策の検討 

認識向上を目的とした情報キャンペーンおよびガイダンス資料やその他法的拘束力のない

方法が検討されたが、それほどの状況改善にならないことから却下された。また、製品が市場

に投入される前段階で公認認証機関の関与を強めるというより厳格な監視方法も提案された

が、製造業者に対するコストを増大させるため適切でないとの判断が下された。さらに、 初か

ら規定を遵守するつもりのない企業に対して、より厳格な規定を導入することは解決策とはなら

ず、市場投入の前段階でどれだけ厳格な規定を定めても、必ず市場に出回ってから製品を監

視する必要性があるとの指摘も出された。 

 

提案 

• 共通の法的枠組みを導入することで、域内全体で市場監視水準を同等にする。このため

運用・管理の 低要件を規定するとともに、加盟各国の管理には柔軟性を持たせる。 

• 既存の協力体制の拡大。 

• 製品のトレーサビリティーの強化。 

• 輸入業者や流通業者を含む全ての経済オペレーターの義務の明確化。 

• 国境管理の強化。税務当局が製品検査で適合性もチェックする。 

 

共通の法的枠組みは、加盟国の既存の基盤構造を土台に構築されるよう提案している。加

盟国に生じる変更コストは、国内の既存の市場監視システムが一定規準に達していない場合

のみ生じる。情報および協力義務が増すことによって追加で必要な資源が生じるが、これらは

有効な監視および効率的な資源の共同出資によって相殺されるとしている。 

 

ｃ）適合性審査と公認認証機関（ＮＢs） 

 

問題点 

現在、公認認証機関は、商業目的でサービスを提供する一般企業および団体である。製造
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業者は、より良いサービスをより良い価格で提供する公認認証機関を自国機関に限定せず選

ぶことができる。公認認証機関間での競争力が増すことによって、製造業者にとっては有利に

働くが、公認認証機関にとっては価格競争の中で、新規顧客獲得や既存顧客維持のために

サービスの手抜きに発展しかねない。また、公認認証機関によって、それぞれ認証方法が異

なるため、同じ製品が全く異なって認証されることも起こり得る。認証方法の解釈の違いによる

ものもあるが、そうでない場合もあり、安全でない製品を市場に出す危険性を伴う。 

 

ニューアプローチの概念は、あらゆる関係者、公認認証機関を含めた相互の信頼関係が基

盤となっている。そのためにも、すべての公認認証機関が同じ水準で運営される必要性がある。

現行制度では、公認認証機関の認定および監督責任は各加盟国政府にあり、これらの規定も

低要件以外は統一されていないため、基準項目がほかの加盟国より厳しい国も出てくる。そ

のため、製品の認定書があるにも関わらず、他加盟国では認められないリスクが生じる。公認

認証機関の指定、評価および監視も、行政が直接行う場合や、国内の認定機関のサポートを

行う場合など加盟国によってさまざまである。 

 

対応策の検討 

域内を通して公認認証機関の運営・監督の整合性を改善する必要があり、いくつかの対応

策が検討された。対応策の１つとして、公認認証機関の通知システムすべてをＥＵレベルで管

轄する行政機関の設置が提案された。しかし、コストや負担が大きいため実現性が低いと判断

され、 も適切な対応策として、既存システムを基盤とし、域内で整合性を図るために必要な

強化措置を導入することとなった。 

 

提案 

• 公認認証機関の能力評価や監視は引き続き加盟各国の責任とする。 

• 既存の「欧州認定協力機構（ＥＡ）」を利用して、ＥＵレベルで認定と調整の法的枠組みを

導入する。これにより全加盟国の公認認証機関の通知方法を認定システムに統一する。

ＥＡの利用することで、ＥＡに欠けていた認知度および公認認証機関への認定に対する

権限を与える。 

 

ｄ）モジュール制度 

 

欧州委員会の決定案は、1993 年の理事会決定を廃止し、技術的調和指令で使用する予

定の適合審査手順およびＣＥマーク規定に関するモジュール（３－１．（４）①参照）を多少変更

し、基本的な８つの評価モジュールと８つの補足モジュールに置き換えることを提案した。基本

構造に変化はないが、ＣＥマークを貼り付ける製品の約８割に適用されていたモジュールＡは、

従来の自己宣言だけに加えて、製品個別試験や不定期な製品チェックを受ける義務が伴う製
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品に分けられることになった。これは、社内の試験機関による検査でも認められが、こうした機

関を社内に持たない場合は、公認認証機関に依頼する必要が出てくる。また設計段階のＥＣ

型式検査証明書の取得義務を伴うモジュールＢの後のモジュールＣ、Ｄ、Ｅ、Ｆについても一

部変更が加えられた。特にこれまで自己宣言だけだったモジュールＣには、モジュールＡと同

様の製品個別試験や不定期な製品検査の対象となる製品に分けられる。各モジュールの主

要点を表 15 に、各モジュールに沿った適合性審査の流れを図 9 に示した。 
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＜モジュールＡ＞
ＥＣ適合宣言

＜モジュールＧ＞
ユニット検証

＜モジュールＨ＞
完全品質保証

＜モジュールＣ＞
ＥＣ型式適合宣言

＜モジュールＤ＞
ＥＣ型式製造品質保証

＜モジュールＥ＞
ＥＣ型式製品品質保証

＜モジュールＦ＞
ＥＣ型式製品検証

＜モジュールＢ＞
ＥＣ型式検査

設
計
段
階

製造業者：
-　監査に備えて技術
　　書類を保管

　

製造業者が公認認証機関に提出するもの：
-　技術書類
-　技術設計ソリューションの適性を支える証拠
-　必要に応じて、想定する製造の見本

公認認証機関：
-　要求事項との適合性を確認
-　技術設計の妥当性を評価するために技術書類とそれを支える証拠を検査
-　必要に応じて見本の試験を実施
-　ＥＣ型式試験証明書を発行

製造業者：
-　技術書類を提出

EN ISO 9001:2000(3)

製造業者：
-　設計用に認可された
品質システムを運営
-　技術書類を提出

公認認証機関：
-　品質システムを監視

＜Ｈ１＞
公認認証機関：
-　設計の適合性を確
認
-　ＥＣ型式検査証明書

製
造
段
階

＜Ａ＞
製造業者：
-　要求事項への適合
　　宣言
-　ＣＥマークを貼り
　　付ける

　

製造業者：
-　製品を提出
-　適合宣言
-　ＣＥマークを貼り
　　付ける

製造業者：
-　製造・ 終検査・試
験用に認可された品質
システムを運営
-　適合宣言
-　ＣＥマークを貼り
　　付ける

＜Ｃ＞
製造業者：
-　ＥＣ型式への適合
　　宣言
-　ＣＥマークを貼り
　　付ける

EN ISO 9001:2000(1)

製造業者：
-　製造・ 終検査・試
験用に認可された品質
システムを運営
－　ＥＣ型式への適合
　　宣言
－　ＣＥマークを貼り
　　付ける

EN ISO9001:2000(2)

製造業者：
　-　 終検査・試験用
に認可された品質シス
テムを運営
－　ＥＣ型式への適合
　　宣言
－　ＣＥマークを貼り
　　付ける

製造業者：
-　ＥＣ型式への適合
　　宣言
-　ＣＥマークを貼り
　　付ける

＜Ｆ１＞
-　要求事項への適合
　　宣言
-　ＣＥマークを貼り付け
る

＜Ｆ＞＜Ｆ１＞
公認認証機関：
-　要求事項との適合性
　　を確認
-　適合性証明書を発行

公認認証機関：
-　要求事項との適合性
　　を確認
-　適合性証明書を発行

公認認証機関：
-　品質システムを監視＜Ａ２＞

-　不定期な製品チェック
＜Ｃ２＞
-　不定期な製品チェック

＜Ａ１＞
認可されたインハウス機
関／公認認証機関：
－　製品の特定面の試
験

＜Ｃ１＞
認可されたインハウス機
関／公認認証機関：
－　製品の特定面
　　　の試験

＜Ｄ１＞
-　要求事項への適合
　　宣言
-　ＣＥマークを貼り付け
る

＜Ｅ１＞
-　要求事項への適合
　　宣言
-　ＣＥマークを貼り付け
る

＜Ｄ＞＜Ｄ１＞
公認認証機関：
-　品質システムを認可
-　品質システムを監視

＜Ｅ＞＜Ｅ１＞
公認認証機関：
-　品質システムを認可
-　品質システムを監視

図 9： 域内法における適合性審査手順（欧州委員会による決定案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）下位条項 7.3 および改善や顧客満足に関する要求事項以外 

（２）下位条項 7.3、7.2.3、7.3、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3 および改善や顧客満足に関する要求事項以外 

（３）改善および顧客満足に関する要求事項以外 

出所： 決定案付則Ⅰ（Annex I - Conformity Assessment Procedures）欧州委員会
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表 15： 適合性審査のモジュールの主要点（欧州委員会による決定案） 

モジュールＡ： ＥＣ適合宣言（自己宣言） 

製造業者が指令の要求事項に製品が適合していることを自ら宣言するもので、公認認証機関による認証は必

要ない。製造業者はＣＥマークを貼り付け、適合宣言書と技術書類を作成し、監査に備えて同書類を製品の

製造終了日より 10 年間保管※。 

モジュールＡ１： モジュールＡに加え監督された製品個別試験（社内試験/自己宣言も可能） 

モジュールＡの要件に加え、製造された各製品が要求事項に適合しているか製造業者または代理人による個

別試験を実施。製造業者は、これらの試験を実施する機関（インハウス87または公認認証機関）を指定すること

ができる。公認認証機関によって試験が行われた場合、公認認証機関の責任の下、製造業者は公認認証機

関のＩＤナンバーを付ける。 

モジュールＡ２： モジュールＡに加え不定期の監督された製品チェック（社内試験/自己宣言も可能） 

モジュールＡの要件に加え、製造業者は製品の内部チェックの品質を検証するため、指定する機関（インハウ

スまたは公認認証機関）による不定期な製品チェックを行う。公認認証機関によって製品チェックが行われた

場合、公認認証機関の責任の下、製造業者は公認認証機関のＩＤナンバーを付ける。 

モジュールＢ： ＥＣ型式検査 

公認認証機関が製品の技術的設計を検査し、指令の要求事項に適合していることを検証する。製造業者が

指定する公認認証機関（１機関のみ）に対して検査を申し出る。公認認証機関は提出された技術書類や関連

資料を審査し、見本製品が要求事項通り製造されているか検査し、評価レポートを作成する。必要事項を満た

している場合は、ＥＣ型式検査証明書を製造業者に発行する。公認認証機関は 高水準技術を常に把握し、

技術の発展に応じて認可された製品が規定に満たなくなってしまった場合は、その旨製造業者に通知する。

また、製造業者は認可された製品の変更を、ＥＣ型式検査証明書を保管する公認認証機関に通知する。各公

認認証機関は、各自の関連当局に発行・取り消された証明書について報告する。製造業者は、監査に備えて

関連資料（ＥＣ形式検査証明書、技術書類など）を製品の製造終了日より 10 年間※保管する。 

モジュールＣ： ＥＣ型式適合宣言（自己宣言） 

モジュールＢによりＥＣ型式検査証明書を取得した上で、製品が証明書に記載された型式に適合していること

を自ら宣言するもので、認証機関による認証の必要はない。製造業者はＣＥマークを貼り付け、ＥＣ型式検査

証明書への適合宣言書を作成し、監査に備えて同書類を製品の製造終了日より 10 年間※保管する。 

モジュールＣ１： モジュールＣに加え製品個別試験（社内試験/自己宣言も可能） 

モジュールＣの要件に加え、製造された製品が要求事項に適合しているか製造業者または代理人による個別

試験を実施。製造業者は、これらの試験を実施する機関（インハウスまたは公認認証機関）を指定することが

できる。公認認証機関によって試験が行われた場合、公認認証機関の責任の下、製造業者は公認認証機関

のＩＤナンバーを付ける。製造業者は、ＥＣ型式検査証明書に適合している製品に対して、ＣＥマークを貼り付

け、適合宣言書を作成し、監査に備えて同書類を製品の製造終了日より 10 年間※保管する。 

                                            
87 社内独自の認可された認証機関 
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モジュールＣ２： モジュールＣに加え不定期の監督された製品チェック （社内試験/自己宣言も可能） 

モジュールＣの要件に加え、製造業者は不定期な監督下における製品チェックが要求事項に適合しているこ

とを自ら宣言するもので、公認認証機関による認証の必要はない。製造業者が指定する機関（インハウスまた

は公認認証機関）によって不定期な製品チェックを行う。公認認証機関によって製品チェックが行われた場

合、公認認証機関の責任の下、製造業者は公認認証機関のＩＤナンバーを付ける。製造業者は、ＥＣ型式検

査証明書に適合している製品に対して、ＣＥマークを貼り付け、適合宣言書を作成し、監査に備えて同書類を

製品の製造終了日より 10 年間※保管する。 

モジュールＤ： ＥＣ型式製造品質保証 

モジュールＢによりＥＣ型式検査証明書を取得した上で、製造業者は、指定する公認認証機関に対して品質

システムの評価を申し出る。品質システムは、製品がＥＣ型式検査証明書に適合することを保証する。製造業

者は、採用したすべての要素、必要事項および対策をシステム的に順序良く、方針・手順・指示として書き留

める。認可された品質システムの変更を通知する。認可された品質システムは、公認認証機関の監視下にあ

り、定期的に監査が行われる。製造業者は、ＥＣ型式検査証明書に適合している製品に対して、ＣＥマークお

よびシステム評価を行った公認認証機関の責任の下で同機関のＩＤナンバーを貼り付ける。各公認認証機関

は、各自の関連当局に認可・却下した品質システムについて報告する。適合宣言書を作成し、監査に備えて

同書類および関連書類を製品の製造終了日より 10 年間※保管する。 

モジュールＤ１： 製造品質保証 

モジュールＢによりＥＣ型式検査証明書を取得した上で、製造業者は、指定する公認認証機関に対して品質

システムの評価を申し出る。品質システムは、製品が関連指令に適合することを保証する。製造業者は、採用

したすべての要素、必要事項および対策をシステム的に順序良く、方針・手順・指示として書き留める。認可さ

れた品質システムの変更を通知する。モジュールＤに加えて、適合宣言書だけでなく技術書類を作成し、監査

に備えて両書類および関連書類を製品の製造終了日より 10 年間※保管する。 

モジュールＥ： ＥＣ型式製品品質保証 

モジュールＢによりＥＣ型式検査証明書を取得した上で、製造業者は、指定する公認認証機関に対して品質

システムの評価を申し出る。品質システムは、製品がＥＣ型式検査証明書に適合することを保証する。製造業

者は、採用したすべての要素、必要事項および対策をシステム的に順序良く、方針・手順・指示として書き留

める。認可された品質システムの変更を通知する。認可された品質システムは、公認認証機関の監視下にあ

り、定期的に監査が行われる。製造業者は、ＥＣ型式検査証明書に適合している製品に対して、ＣＥマークお

よびシステム評価を行った公認認証機関の責任の下で同機関のＩＤナンバーを貼り付ける。各公認認証機関

は、各自の関連当局に認可・却下した品質システムについて報告する。適合宣言書を作成し、監査に備えて

同書類および関連書類を製品の製造終了日より 10 年間※保管する。 

モジュールＥ１： 終製品検査・試験の品質保証 

モジュールＢによりＥＣ型式検査証明書を取得した上で、製造業者は 終製品検査・試験の品質システムに

ついて、指定する公認認証機関に対して評価を申し出る。品質システムは、製品が関連指令に適合することを

保証する。モジュールＥの要件に加えて、適合宣言書だけでなく技術書類を作成し、監査に備えて両書類お

よび関連書類を製品の製造終了日より 10 年間※保管する。 
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モジュールＦ： ＥＣ型式製品検証 

モジュールＢによりＥＣ型式検査証明書を取得した上で、製造業者は、指定する公認認証機関を通して製品

のＥＣ型式検査証明書への適合性を確認するために適切な検査・試験を実施する。製造業者は、製品の適合

性検査・試験をすべての製品に対して、あるいは製品の統計を基に行う。製造業者はＣＥマークを貼り付け、Ｅ

Ｃ型式検査証明書への適合宣言書を作成し、監査に備えて同書類を製品の製造終了日より 10 年間※保管す

る。また、公認認証機関の許可の基、同認証機関のＩＤナンバーを製品に付けることが可能。 

モジュールＦ１： 製品検証 

モジュールＢによりＥＣ型式検査証明書を取得した上で、製造業者は、指定する公認認証機関を通して製品

のＥＣ型式検査証明書への適合性を確認するために適切な検査・試験を実施する。モジュールＦの要件に加

えて、適合宣言書だけでなく技術書類を作成し、監査に備えて同書類を製品の製造終了日より 10 年間※保管

する。また、公認認証機関の許可の基、同認証機関のＩＤナンバーを製品に付けることが可能。 

モジュールＧ： ユニット検証（自己宣言） 

設計・製造に関する技術文書を作成する。各製品について製造業者は、指定する公認認証機関を通して、調

和的規準・技術的仕様に設定されている検査・試験項目を実施し、製品が関連指令に適合しているかを確

認。調和的規準・技術的仕様がない場合は、公認認証機関が適切な検査を実施する。製造業者は、ＣＥマー

クおよびシステム評価を行った公認認証機関の責任の下で同機関のＩＤナンバーを貼り付け、適合宣言書と

技術書類を作成し、監査に備えて同書類を製品の製造終了日より 10 年間※保管する。 

モジュールＨ： 完全品質保証（自己宣言） 

設計から製造、 終製品検査、製品試験の品質システムについて製造業者は、指定する公認認証機関に対

して品質システムの評価を申し出て、製品が関連指令に適合することを保証する。製造業者は、採用したすべ

ての要素、必要事項および対策をシステム的に順序良く、方針・手順・指示として書き留める。認可された品質

システムの変更を通知する。認可された品質システムは、公認認証機関の監視下にあり、定期的に監査が行

われる。ＣＥマークおよびシステム評価を行った公認認証機関の責任の下で同機関のＩＤナンバーを貼り付

け、適合宣言書を作成し、監査に備えて同書類を製品の製造終了日より10年間※保管する。各公認認証機関

は、各自の関連当局に認可・却下した品質システムについて報告する。 

モジュールＨ１： モジュールＨに加え設計検査（自己宣言） 

モジュールＨの要件に加え、製造業者は、設計検査が指令の要求事項に適合しているか、指定する公認認

証機関に対して評価を申し出る。製造業者は、監査に備えてＥＣ設計検査証明書とその関連資料および適合

宣言書を製品の製造終了日より 10 年間※保管する。認可された設計検査は、公認認証機関の監視下にあり、

定期的に監査が行われる。製造業者はＣＥマーク、および公認認証機関のＩＤナンバーを貼り付ける。 

（注）関連指令によって期間の変更あり 

出所： 決定案付則Ⅰ（Annex I – Conformity Assessment Procedures）欧州委員会 
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（４）今後の見通し 

 

今後、分野別の対応策を策定する際、横断的な法的枠組みをツールボックスとして利用する

ことが提案されたと同時に、分野別指令への適合作業は、別課題として取り上げられることとな

った。また、提案された対応策は今後、欧州議会および閣僚理事会で議論される。 

 

21 世紀型単一市場のビジョン 

ニューアプローチの見直し作業の一環として、欧州委員会は、2007 年２月に「21 世紀型単

一市場のビジョン」88と題したＥＵ首脳会議（３月開催）への中間報告書を発表した。同報告書

で、欧州委員会は過去 20 年間の成果を振り返り、市民やビジネスのさらなる利益および競争

力のある持続可能な欧州に向けた、今後の道程について述べている。1985 年に単一市場イ

ニシアチブを開始して以来、欧州連合は、「四つの自由（人、物、サービスと資本の自由な移

動）」の実現化を進め、欧州市民とビジネスに対し多大な利益をもたらしてきた。これらの成果

を基に、21 世紀型単一市場のビジョンを立案し、今後の方向性を提案している。単一市場の

今後の重点は、当初の障壁のない国境を越えての貿易から、市民とビジネスの利益のために

働く、機能的な市場へと移行することが提案されている。同中間報告書は、2006 年５月に発表

された単一市場の基本的な見直し作業89の必要性に応える第一歩であり、2007 年秋に発表

予定の 終報告書で、具体的なアクションが提案される。 

                                            
88 EU Press release: ‘A vision for the single market of the 21st century’, Brussels, 21 February 2007. IP/07/214 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/214&format=HTML&aged=0&language=EN

&guiLanguage=en  
89 2006 年 5 月の Citizen’s Agenda での欧州委員会による提案。 
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３－３．日本の産業界に与える影響 

 

（１）産業界などの反応 

 

① ニューアプローチ見直し文書に対する見解 

   

欧州委員会は 2006 年５～７月に、ニューアプローチ見直し作業の一環としてニューアプロ

ーチに関する関係者への諮問を実施した90。諮問の際の資料として示されたのが、「技術調和

に対する横断的法律による取組みの要素（改訂２）91」である。この諮問では、「横断的法律の

戦略」、「公認認証機関」、「適合性審査」、「認定」、「ＣＥマーク」、「市場監視」を中心に関係

者の意見を求めている。その中で以下のような団体が、まとまった見解を発表している。 

 

ａ) 欧州機械・電気・電子・金属加工産業連盟（ORGALIME） 

ORGALIME92の概要 

 ORGALIME （ Liaison Group of the European Mechanical, Electrical, Electronic and 

Metalworking Industries）は 1954 年に設立され、欧州 24 カ国の機械・電気・電子・金属加工産

業の 34 業種を代表する団体である。総会員企業数は 13 万社に上る。この 34 業種はＥＵの製

造業生産高の 27%を占め、輸出高はＥＵ全体の約３分の１を占める。ORGALIME は、会員企

業の発展に必要な競争の枠組みを積極的に促進し、ＥＵ域内および域外との公正な通商条

件の確保を目指している。会員企業や業界に影響を与える課題について、ＥＵのエンジニアリ

ング業界の声を代表するとともに、ＥＵや国際機関の活動に関する情報を会員に提供する。ま

た会員同士が情報を交換できるネットワークの提供も目指している。活動の一環として政策提

言も行っている。主な使命は以下のとおりである。 

 

• 規制を制定する際に、ＥＵにおける製造業の競争力に配慮するよう規制当局に働きかけ

る。 

• 簡素化した規制および自主規制の余地を拡大し、持続的な規制を追及するよう規制当局

に働きかける。 

• 同じような目的を追求する機関と協力して活動の効果を高める。 

• 会員ネットワーク内の協力を強化して、より良いサービスを提供する。 

• 当業界のイメージ向上を促し、できるだけ幅広く業界の見解を伝えていく。 

 

                                            
90 http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/pdf/draft_certif_2005_16_rev2_foreword.pdf 
91 “Elements for a Horizontal Legislative Approach to Technical Harmonization” CERTIF 2005/16-Rev2, 

ENTR/C-1/McM D(2005) SOGS N529 EN  
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/pdf/draft_certif_2005_16_rev_2.pdf  

92 http://www.orgalime.org  
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ORGALIME の見解 

ⅰ）主要点 

• ニューアプローチの基本的要素を維持することを支持する。より良い規制、簡素化した規

制が現実的な課題である。国際的な競争が激化する中で、欧州の国際的競争力や製造

業の拠点としての可能性を損なうことは止めるべきである。 

• 規制が必要な部分では、基本的な要件について政策目的を反映させるべきで、管理上

の要件は 小限にとどめるべきである。政策目的と技術的実施を明確に分離するプロセ

スが重要で、それらを標準化プロセスにおいて決めるのは関係者に任せるべきである。 

• 規制は公平に実施されることが重要である。加盟各国における市場監視（マーケットサー

ベイランス）の水準は、市場投入前と市場投入後の管理の間のバランスを維持するために

強化しなければならない。欧州委員会は、加盟各国間の協力を強化しベストプラクティス

を促進するため、まとめ役としての役割を果たすことができる。 

• これまで、標準規格を通じて製品のどうような基本的な要件が達成できるかを決めること

は専門家に委ね、ＥＵは規則の枠組みの柔軟性を提供してきた。これにより標準規格、特

に製品の標準規格は、 新技術の変化に対応して定期的に更新できる。 

• 単純で柔軟な規制の取組みを維持するために、ニューアプローチ指令の枠組みの見直

しにおいて ORGALIME は欧州委員会に対して、「モジュールＡ（自己宣言）」を適合性審

査の好ましい手続きとして、その使用拡大を働きかける。 

• 横断的な枠組みはできるだけ一貫性を持たせるとともに、異なる分野の必要性に合うよう

にすべきである。 

 

ⅱ）横断的法律の戦略 

共通した横断的法律は、安全性などで全体的な枠組みを設けるべきではない。そうした要

件は各指令に設けるべきである。このため横断的枠組みの目的は、ニューアプローチ指令や

その他の製品規制の機能や実施を向上するための共通要素を決めるものとすべきである。横

断的法律の領域は、ニューアプローチ指令が対象とする全ての分野およびその他適切な製

品の法規制とすべきである。そのため消費財と資本財の間で区分を設けるべきではない。 

 

ⅲ）経済的関係者の義務 

 経済運営者の義務を明確化することを歓迎する。輸入業者を含めた全ての「経済オペレー

ター（製造業者、卸売り業者、販売業者など）」は、ＥＵでの使用を意図して生産された製品だ

けを、健康や安全性、環境保護、エネルギー効率など全ての規制要件に完全に適合して市

場に投入するように、もっと明確にすべきである。 

  

このため経済オペレーターの義務はサプライチェーンにおける役割に相応したものとし、釣

り合いのとれた原則に従って決めるべきである。不釣合いな義務は、定評のある製造業者にと
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って、サプライチェーン全体に同じ情報を際限なく提供するという大きな負担となる可能性があ

るためである。 

  

しかし、各経済オペレーターの義務の定義は、トレーサビリティーや市場監視、域外国境管

理が同じように、域内市場に非適合製品が投入されることを効果的に防ぐために重要な要素

である。市場監視の強化については、義務に従っていることを証明できない経済オペレーター

への制裁として、市場監視当局は製品を市場から撤去しなければならないことを明確化すべ

きである。 

 

ⅳ）トレーサビリティー 

• 製造業者と輸入業者の製品に関する義務の定義は、もっと一般的な用語で表現できる。

このため ORGALIME は、「企業」の代わりに「ＥＵ内で責任を持つ法人」とすることを提案

する。 

• 個別製品の義務の定義については、「個別」の言葉の意味を、それぞれの製品という意

味にしないような明確化を求める。大量製品の製造業者にとっては困難が生じる可能性

がある。 

• ＥＵにおける認可された代理人を持つことの義務で、これを一般的な義務とすることに反

対する。これは通商上の障壁となる。ＥＵにおいて責任を持つ１法人を製品に明記するだ

けで十分であり、それはＥＵの製造業者、認可した代理人、あるいはＥＵに製品を持ち込

む輸入業者である。 

• ＥＵ全体の登録制度には反対する。経験からして、登録は規制の実施には役立たないう

え、規制に従っている企業にとっては管理上の負担になる。 

 

ⅴ）適合性審査 

• 現行のモジュールは一般的に効率的で、大きな問題は生じていない。特に「モジュール

Ａ」の使用を新たな製品規制や改定規制において好ましい選択しとして引き続き使用す

るよう当局に働きかける。「モジュールＡ」には、効果的な市場監視以外に、信頼を高める

ための追加的な措置は必要ない。 

• 「モジュールＢ」を改定して「Ｂ１」と「Ｂ２」を加えることに賛同する。特に「Ｂ２」は非常に革

新的な製品や継続的でない製品には必要である。 

• 生産後の監視のために、検査に関する新モジュールを導入することは、過剰である。なぜ

ならこれは、市場に 初に投入する製品の適合性審査には寄与しないからである。この

ためこうしたモジュールはニューアプローチの原則に合致しない。さらに製造業者はどち

らにしろ、市場で自分の製品を調査しなければならず、市場監視当局もその業務を実行

していれば特別検査モジュールの必要はない。 
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ⅵ）公認認証機関 

 企業内の研究所が公認認証機関の規則に適合すれば、公認認証機関になれるようにすべ

きである。一部の分野では試験能力はこうした研究所にあり、これを公認認証機関から除外す

ると、一部の国では能力のある公認認証機関がなくなり製造業者にとっては困難となる。 

 

ⅶ）認定 

• 認定機関同士の競争については、国内でも加盟国間であってもこれに反対する。これは

質の水準がリスクをもたらす可能性がある。 

• 欧州レベルで認定機関は、認定の質が維持する保証のメカニズムがあれば、状況によっ

ては国境を越えて運営できるようにすべきである。このため、認定のための欧州協力（Ｅ

Ａ: European co-operation for Accreditation）内で、欧州レベルで互いに定期的に評価

することを支持する。この評価システムは透明で効果的でなければならない。加盟各国は

評価結果に従って政策行動を国内で行う。 

• いかなる場合でも認定は、今後も公共機関の管理の下で行われなければならない。 

 

ⅷ）市場監視（マーケットサーベイランス） 

• 域内市場全体で市場監視を強化する取組みを歓迎する。加盟各国の協力を潤滑化し強

化するとともに、ベストプラクティスを確実に活用するため、欧州委員会の行動がもっと必

要である。 

• 技術文書を１加盟国の当局に提示できない場合、これは製品が必要な要件に適合して

いないという強い根拠となるので、市場監視当局は製品を市場から確実に排除する義務

を持つべきである。 

 

ⅸ）域外国境検査 

 税関当局との協力強化は必要であり、これを歓迎する。現行の税関セキュリティ・プログラムと

「偽物作戦（Operation FAKE）」による多様な偽造品対策は、製品のＥＵ規制への適合性の管

理を含めるために発展させるべきである。以下のような措置を提案する 

 

• 第１段階の措置――ＥＣ適合性宣言は、全輸入製品の積荷書類に付けるべきである。こ

れはニューアプローチ指令の領域に含まれる。 

• 第２段階の措置――「偽物作戦」に従って、市場監視当局が安全でないと報告した製品

について、市場監視当局の行動の適用に基づいて、税関当局に対応を指示する。 

• 第３段階の措置――通商促進のため導入される「認可経済オペレーター（AEO: 

Authorised Economic Operators）」のコンセプトを活用する。こうした AEO の指定には数

多くの基準が設けられているが、この基準に製品安全性に関する記録を盛り込む。これに

より AEO に、市場に投入する製品を確実にＥＵで使用されるために設計され製造される
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ようにする義務を認識させる。 

 

ⅹ）ＣＥマーク 

ＣＥマーク変更の是非 

 以下の理由から、ＣＥマークをニューアプローチ指令の適合性宣言のシンボルとして維持す

ることを望む。 

 

• ＣＥマークは域内市場の自由な通商のシンボルである。ＣＥマークの考え方は全ての経済

オペレーターにとって利益となる。ＣＥマークが貼り付けられていれば、その製品はＥＵの

どこでも使用に適しているとの宣言になる。 

• 幅広い使用の結果、ＣＥマークはＥＵだけでなく時には第三国市場での販売をしやすくす

る国際的な販売トレードマークに事実上なっている。 

 

ただし、欧州の産業界にとって、ＥＵの要件に適合した製品に対する消費者の信頼が重要

である。もし製品が安全な使用に向いており法的要件に沿っていることを効果的に反映してい

ると感じられるなら、ＣＥマークが製品にあれば消費者の信頼を高めることができる。

ORGALIME の見解としては、消費者の信頼に対する支援の提供には以下の２つの事前必要

条件がある。 

 

• サプライチェーン全体を通じて市場オペレーターは、ＣＥマークのついた製品が確実にＥ

Ｕにおける使用を意図して生産されたものであるようにする。 

• ＣＥマークのいかなる不正使用についても対応できる効果的な市場監視。 

 

ＣＥマークの重要性の維持 

• ORGALIME はＣＥマークの廃止を支持しない。 

• ＣＥマークは適合性宣言の象徴であり認可マークではない。ＣＥマークを第三者による証

明マークに転換することは、消費者に何ら保証することなく経済オペレーターに不必要な

コスト負担をもたらし、製品の市場投入が遅れて利益を圧迫し、企業の競争力に悪影響

をもたらす。消費者の信頼は、義務的な第三者の認証制度では長期的には達成し得な

い。市場監視が弱いため、第三者の認証マークであってもＣＥマークの誤用と同じように

簡単にコピーされ間違って使われることになる。 

• 同様の理由から、第三者が認証した製品のための「ゴールプレート」のＣＥマークの創設

は意味がない。 

 

ＣＥマークを向上させる方策 

• ＣＥマークの意味の明確化と強化が緊急課題である。輸入業者や販売業者、消費者、専
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門機関を対象とした情報キャンペーンが 善である。 

• ＣＥマークは全ての市場オペレーターにとって同じ意味を持つべきである。製造業者ある

いはＥＵ内の公認代理人とだけでなく、ＥＵへの輸入業者は、ＣＥマークがついた製品は

ＥＵの要件に従って設計され生産された製品であることを確実に証明するように責任を持

つべきである。 

• 市場監視を向上しなければならない。欧州委員会の支援を受けて加盟各国は、ニューア

プローチ制度全体の信頼を補強しなければならない。ＥＵ市場に適合していない製品を

投入する経済オペレーターが、ＣＥマークの重要性に敬意を払わない限り、それは不可

能である。 

 

ｂ） 欧州検査機関連合（CEOC）および測定・検査・分析研究所の各国協会の欧州連盟

（Eurorab） 

CEOC インターナショナル93の概要 

CEOC インターナショナル（Confederation of Inspection And Certification Organisations）は、

欧州の 21 カ国の 31 の独立検査・認証機関からなる非営利団体で、検査・認証を通じて安全

性や品質、環境の向上を目指している。31 機関はそれぞれ当局から認定を受けて多様な危

機向けに検査や適合性審査を提供している。CEOC インターナショナルの目的と活動は以下

の通りである。 

 

• ＥＡや Euroｌab のような EU の機関や団体の業務への参画を通じて規制の向上に貢献す

る。 

• 持続的な安全性や競争力、環境、消費者保護に貢献する。 

• 会員同士およびＥＵや国際団体との情報交換を促進する。 

• 標準化作業（CEN、ISO、ISO-CASCO）に貢献する。 

• 通商における過度の技術的障壁を取り除く。 

• 工場、設備、機械の安全性検査および環境措置の検査で業界のベストプラクティスとガイ

ダンスを確立する。 

 

Eurolab94の概要 

Eurolab （ European Federation of National Association of Measurement, Testing and 

Analytical Laboratories）は EU および EFTA の 23 カ国の民間および公的研究所（うち１カ国

は準会員）からなり、欧州および世界における活動に直接影響を与える技術的課題や政治的

課題について欧州の研究所の見解を代表する。研究所に利害関係のある欧州の各機関の活

動と連動し、活動の重複を回避する努力をすることで調整活動を行うとともに、情報や経験を

                                            
93 http://www.ceoc.com  
94 http://www.eurolab.org/  
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交換するためポジションペーパーや技術報告書、ニュースレター、セミナー、作業部会などの

活動を提供している。さらにコスト効果の高い検査や較正、測定のサービスの促進を目指して

いる。 

 

CEOC と Euroｌab の共同見解 

ⅰ）横断的法律の内容について 

 2005 年と 2006 年に実施したワークショップを通じて、標準化プロセスが以下のような点からま

すます問題となってきていることが強調された。 

 

• 能力の欠如――利害関係者の中から時間を割ける真の専門家がますます乏しくなってき

ており、標準化プロセスに貢献できなくなっている。 

• 透明性の欠如――欧州レベルまたは国際的レベルで、各国の標準化を誰が担っている

のかが不明瞭になっている。 

• 代表的性格の欠如――消費者団体や業界団体、中小企業には、標準化プロセスに効果

的に貢献できる真の技術的手段がない。 

• 大幅な遅延――必要な標準規格の制定の遅れ。 

 

CEOC と Eurolab はニューアプローチの原則を支持するものの、標準化プロセス、特に標準

化を「ソフトな規制」として促進することを目的とするなら、標準化プロセスの民主的なプロセス

を向上するよう注意深く監視する必要がある。 

 

CEOC と Eurolab は透明性の目的を全面的に支援する。透明性は現時点では完全ではな

いが、指定当局や公認認定機関の調和した能力という目的に連動している。CEOC と Eurolab

は、公認認証機関の調和のとれた適用可能な信頼できる技術要件の開発の貢献に全面的に

関与する。また、CEOC と Eurolab は、異なる分野の指令間の一貫性を高めるという目的を支

持するが、重要な課題について第三者の関与を弱めるような道をとるべきではない。 

 

ⅱ）認定 

調和のとれた信頼できるシステムをつくるには、以下の４つの必要条件がある。 

 

• 調和のとれた規制分野における認定機関の能力、これは自動的に関連公的機関との密

接な協力と結びついている。 

• 認定の領域と認証の領域の間の関係における透明性。 

• 認定の領域の柔軟性――ニューアプローチの範疇が広範囲なため、標準規格に詳細が

定められていない製品を公認認証機関が評価しなければならないことが、公認認証機関

の認証の課題の１つとなっている。また柔軟性に欠ける領域はイノベーションを妨げる。 
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• 認定のコスト――公認認証機関の審査は、その能力の証明に関した要素に集中すべき

である。CEOC と Eurolab は、段階的な取組みを提案する。 初の段階は何をすべきか

（認定プロセスの領域や内容）について調和した取組みを行う。一方で経済的な課題にも

配慮する。 

 

ⅲ）適合性審査 

 モジュールは利用者にとって誤解を招きやすい。後任認証機関による実際の監視があるよう

な印象を与えるが、公認認証機関の活動は非常に限られている。供給者の自己宣言であるモ

ジュールはＡまたはＣ、公認認証機関の認証が必要なモジュールはＢとＤ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、またはＨ

という点について、状況をもっと明確にすべきである。なお、CEOC と Eurolab はその経験や知

識で現在の明確化の作業に貢献する容易があるが、特に、後任認証機関の能力の証明の実

際的な手順について深く関わっていくことを望んでいる。 

 

ｃ） 標準化における欧州消費者協議会（ANEC） 

ANEC95の概要 

ANEC （ European Association for the Co-ordination of Consumer Representation in 

Standardisation）は、EU 加盟国および EFTA 諸国の消費者団体を代表する NGO で、1995 年

に設立されブリュッセルを拠点としている。欧州委員会および EFTA 諸国からの資金支援を受

けているほか、各国の消費者団体から物資の提供を受けて運営されている。欧州規格機関

（CEN、CENELECETSI）や ISO、IEC などの技術委員会や作業部会などに技術専門家を送っ

ており、欧州規格については、その策定に直接関わっている。特に子供の安全、万人のため

の設計、家電製品、環境、情報社会、サービス分野、交通の安全を重点分野として汎欧州で

の作業部会が研究プロジェクトに取り組んでいる。 

 

ANEC の見解 

 ニューアプローチのシステムでは、製品の安全性などで、ほぼ全面的に標準化機関に依存

しているなどシステム自体の欠陥がある。また欧州レベルの技術委員会では通常、産業界の

代表が多数派であり、各国の標準化機関でも代表者の構成にバランスがとれていない。この

ため ANEC は、ニューアプローチには根本的な見直しが必要と考えており、公共の利益と企

業の利益とのバランスを向上させることが求められる。たとえば標準化では、基本的な要件を

設定し標準化機関における問題を解消し、市場の展開に迅速かつ柔軟に対応するため、加

盟各国の委員会、専門家グループで補完すべきである。 

 

ⅰ）横断的法律の法制化について 

• ニューアプローチ指令にはもっと一貫性が必要であり、欧州委員会が安全性の総合的な

                                            
95 http://www.anec.org  
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枠組みを設けようとするイニシアチブを歓迎する。認定と市場監視の法的基盤を提供し、

共通定義、欧州規格の開発の要件、適合性審査に対する共通の取組み、共通のセーフ

ガード・メカニズムの規則や手続きなどニューアプローチ指令全体に共通する基本的要

件の枠組みを設けるために必要である。 

• 製品の詳細な安全性の要件を確立するのには、標準化だけが選択肢ではない。既存の

加盟国委員会（Member States Committees）も、手続きが透明化され、関係者の参加が保

証されるよう開放されるなら、代替的な選択肢となりえる。 

• 横断的法律の法制化では、全ての関係者の参加とバランスのとれた代表者の構成を含

めて確実に標準化の原則を実施するような適切な手続きを設けることが重要である。 

• 一般製品安全性指令の安全性の考え方にニューアプローチの安全性の考え方を一致さ

せることが緊急課題である。 

 

ⅱ）横断的法律の範囲と基本的要件 

今後の横断的な法制化の枠組みには以下の要素を盛り込むことが必要である。 

 

• 意図した使用だけでなく、想定される使用の考え方に基づいた一般製品安全性指令に

盛り込まれた安全性の考え方と同じ考え方。 

• 関係者アドバイザリー・フォーラムを補う委員会手続きの可能性。これは、全ての関係者

やバランスのとれた代表者の構成を確実にする適切な手続きを含む特別な要件の詳細

のため。 

• 製品が全ての消費者にとって安全であるよう、横断的法律の領域を利用しやすいものと

する要件。 

• 一般への諮問の必要性、コンサルタントの見直しや関与、詳細事項のレベル、標準化プ

ロセスにおける関係者のバランスのとれた意思決定や適切な関与の必要性など、欧州の

標準化機構の任務を発展させる手続き。 

• 標準化作業の法的要件への適合を監督するニューアプローチのコンサルタントの質の基

準や監視。 

• 公報に標準規格を公表する前に、内容や手続きの点で規格の質を保証すること。一般製

品安全性指令で適用される手続きが良い出発点となる。 

• 欧州委員会に基準を満たさない不適切な規格を拒絶することを義務付ける。 

• 施行における基本規則を伴う欧州市場管理戦略。 

• 標準化の任務および適切なフォローアップについての具体的で正確な文言。 

 

ⅲ）トレーサビリティー（追跡可能性） 

 製造業者、輸入業者、供給業者に対して、透明性を確保する義務を明示することを歓迎す

る。欧州データベースの支援によってこのデータを記録するという案を支持する。 
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ⅳ）適合性審査と公認認証機関 

• 認証制度の一貫性と信頼性の向上を目指す加盟各国間の透明性の措置と協力、および

全ての努力を歓迎する。 

• 適合性審査機関の評価や指名、監視についての厳格な基本的要件やベストプラクティス

についての横断的なガイダンス文書を作成する案を支持する。後任認証機関は完全に

独立した第三者機関であるべきで、これを透明性の基準の基本とすべきである。 

• 公認認証機関に対するオンライン認証システムや加盟各国間の共同作業部会を支持す

る。 

 

ⅶ）認定 

• 当局が自らの義務として認定を認めなければならない、そのため認定機関同士では商業

的な競争は排除する。理想的には 1 カ国に 1 つの認定機関だけとする。いかなる場合で

も政府が 終的な責任を持つ。 

• 基本的要件や運営上の義務は、欧州認定システムの公共の利益に対する任務を保護す

ることを保証しなければならない。 

• 各国の認定機関は、その活動を調整し機関同士の評価システムを運営するために、欧州

レベルでＥＡを設けている。全てのメンバーが基準を満たしていれば、ＥＡに対する認可

に合意する。 

 

ⅷ）ＣＥマーク 

• ＣＥマークの間違った使用を懸念している。 

• ＣＥマークが付いていても、域内市場で流通している全ての製品が安全とは限らないこと

を消費者は熟知している。欠陥品や安全でない製品は、欧州域内市場における消費者

の信頼を失うきっかけとなる。 

• ＣＥマークの間違った使用に加えて、欧州の消費者の大多数はＣＥマークを間違って理

解している。これは当局の問題である。 

• 大部分の関係者はＣＥマークの維持を望んでいるものの、改善の必要性があると考えて

いることは理解する。ニューアプローチの信頼性を損なうことを避けるため、消費者に対す

る表示では、ＣＥマークの廃止が 善ということを念頭に置きながらも、ANEC はＣＥマーク

を製品から取り除いて、技術ファイルに付けるという代替案を提案する。 

 

ⅸ）市場監視 

• ＥＵにおける市場監視の改善を可能にできる唯一の策は、人的資源や資金など各国当

局に対する適切な資源の提供である。 

• 加盟各国間や加盟各国と欧州委員会の間の管理上の協力や情報交換を補完する努力



 144

を支持する。既存の RAPEX システムの拡大を歓迎する。信頼できる事故データは消費者

団体にとって重要な手段というだけでなく、行動する分野を決めるという戦略的な市場監

視にも重要な手段である。 

• 完全な透明性が極めて重要である。欧州市民は、どの製品が各国の措置の対象となって

いるか、またどのような措置をとっているかを知る権利がある。このため各国の執行機関は

全て、主要結果を要約した年次報告書を発行すべきである。ガイドラインはこれに基づい

て策定すべきである。 

• ニューアプローチ指令におけるセーフガード条項手続きで、均一の取組みを確保するた

めに、手続きを簡素化し短縮化するよう改定するという勧告を歓迎する。しかし、一つの加

盟国での手続きの活動について、他の加盟国は情報を与えられるだけというのは不十分

である。共同体手続きの場合は、全加盟国が行動を起こして安全でない製品を市場から

確実に排除するよう義務付けるべきである。 

 

② 域内市場の将来についての諮問 

 

 欧州委員会は 2006 年４月半ばから８週間にわたり、「域内市場の将来（The Future of the 

Internal Market）」について各界に諮問を行った。その内容は域内市場の様々な面におよぶ

が、この中でニューアプローチに関わる物の移動についての見解を寄せた団体もあった。以

下の２つの機関の見解を紹介する。 

 

ａ) ビジネスヨーロッパ96（BUSINESSEUROPE: 旧 UNICE） 

ビジネスヨーロッパの概要 

前身の UNICE は 1958 年に創立され、2007 年 1 月に名称を変更。別名は欧州企業連合

（The Confederation of European Businesses）で、ブリュッセルが本拠。欧州企業の連携を強化

し、欧州全体の競争的な産業政策を促進し、欧州の諸機関に欧州企業の見解を伝える役割

を果たす。公的機関に代表を送り、現行の問題を調査して対応を調整する。特定の産業分野

を代表する団体ではない。11 の委員会と 12 の作業部会を抱える。主な使命は以下の通り。 

 

• 成長と雇用のための改革の実施 

• 欧州市場の統合 

• ＥＵが効果的に機能するよう管理する。 

• 各国の保護主義に反対する。 

• ＥＵ拡大の機会を有効に生かす。 

• 欧州の社会制度を改革して持続可能なものにする。 

 

                                            
96 http://www.businesseurope.eu  
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ビジネスヨーロッパの見解 

ⅰ）物の移動とニューアプローチ全般 

• 物の自由な移動については、製品の相互認証の原則が十分に機能しておらず、追加的

な検査や管理上の負担、製品変更をもたらしている。 

• 調和されている分野と調和されていない分野の双方で分裂がある。調和されていない分

野では、技術的規則や適合性審査手順、検査結果の相互認証の原則が、当局にも企業

にも十分に認識されていない。 

• 適合性審査におけるニューアプローチとグローバルアプローチはイノベーションに適して

おり、製造業者の負担を軽減することを支援してきた点で成功している。ニューアプロー

チの改正は、制度をさらに効率的にし、当局を含めた全ての市場参加者が同じ規則と原

則に確実に従うようにするための前向きな一歩である。 

• ニューアプローチの原則は製品やサービスに対する新たな法規制にも適切に適用される

べきである。柔軟性があり基本的要件だけを定めているために、ニューアプローチはイノ

ベーションにとっては妥当な方法である。 

 

ⅱ）市場監視（マーケットサーベイランス） 

• 共通域内市場には効率的な市場監視制度が必要である。新たな枠組みによる包括的な

条項や適切で一貫性のある施行が、域内市場の発展の目的には必要である。加盟各国

は、市場監視を一貫性の方法で確実に実施するよう責任を果たす必要がある。 

• 製品の市場投入前の管理と市場投入後の措置の適切なバランスをとるためにも、加盟各

国は市場監視を確実に実施するよう責任を全うしなければならない。その目的は、ＥＵの

規制に確実に適合させるとともに、製造業者にとって公平な競争をもたらすことにある。 

• ＥＵ全体で市場監視当局間の国境を越えた緊密な協力が、資源の有効活用と業務の重

複の回避のために必要である。この種の協力は、法的枠組みの一貫した施行や相互信

頼の向上には欠かせない。 

• 輸入製品の増大で、市場監視活動において税関当局の効率的な関与が必要となってい

ることに特に注意を払うべきである。税関当局はすでに役割が変わってきており、セキュリ

ティや安全性に集中するようになっている。製品の欧州規制への適合性の管理も、その

中に加えるべきである。 

 

ⅲ）問題解決システム 

• 域内非常の機会を完全に生かすために効果的かつ良く機能する問題解決システムが非

常に重要である。SOLVIT システムが有効と思われる。ただ現行のシステムを効果的にす

るため、核加盟国は SOLVIT センターの管理に十分な資源を投じなければならない。 

• 新戦略では、もっと効果的な解決メカニズムを目指す措置が含まれている。もし欧州委員

会が各国レベルで起こった問題で非公式な声明を出すことや SOLVIT システム内で情報
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を伝えることができれば、適切になる。非公式な段階での欧州委員会の介入は、プロセス

を速めて訴訟を回避するにも役立つ。 

• 問題解決法の情報やコミュニケーションにも適切な資源を投じる必要がある。ＥＵとして解

決が必要となる同じような問題の繰り返しを特定するために、フォローアップ・メカニズムを

設けるべきである。 

 

ⅳ）法規制の実施および規制の導入 

• 域内市場の規則の実施は依然として不十分である。現行のメカニズムを改善すべきであ

る。まず各国レベルでの十分な実施には責任の分担がある。欧州委員会には、規則の適

切な実施とともに加盟国間の協力や効果的な問題解決を向上させるという２つの役割が

ある。 

• 実施の改善には、各加盟国の代表者のネットワークが有効である。こうした代表者は域内

市場の規制の施行を担う人でなければならない。 

• 適合していない加盟国に対する違反手続きに関する行動を強化すべきで、迅速な対応と

手続きの加速を検討すべきである。 

• 規制上の措置は、異なる加盟国の異なるビジネスモデルをカバーし、市場の発展に伴っ

てこれらも発展できるように、十分に柔軟性があり原則を基本としたものにすべきである。

ただ標準化プロセスは、技術的イノベーションの進展にそって速めるべきである。 

 

ⅴ）中小企業 

• より良き規制と欧州の起業家にとって不必要な官僚主義を取り除くことが、中小企業にと

っては何よりも必要である。 

• 中小企業はＥＵのバックボーンであり、域内市場の構築は中小企業の利益を優先するよ

うにすべきである。 

 

ｂ）英国産業連盟（CBI） 

CBI97の概要 

CBI（Confederation of British Industry）は 1965 年に創立された英国の産業界を代表する団

体。小売や金融、製造業、建設、エネルギー、農業、ＩＴ、コミュニケーション、コンサルティング、

運輸、観光など全ての産業分野を含み、会員企業は英国を拠点とする約 20 万社に上る。英

国の各地域政府や中央政府だけでなく、ＥＵあるいは国際的な機関にも働きかけを行う。 

 

ＣＢＩの見解 

ⅰ）市場監視と問題解決法 

• 加盟各国は、確実に適切な市場監視を行うよう責任を全うすべきである。市場監視当局

                                            
97 http://www.cbi.org.uk/  
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の国境を越えた緊密な協力が、限りある資源の効果的な利用や重複作業の回避には必

要である。この種の協力は、法的枠組みの一貫した施行や相互の信頼向上には欠かせ

ない。 

• 効果的で簡便な問題解決システムが、域内市場の機会を全面的に切り開くには極めて

重要である。SOLVIT システムは役立つと思われるが、現在の利用方法では十分ではな

い。しかしシステムを効果的にするため、各加盟国はそれぞれのSOLVITセンターの管理

に資源を投じなければならない。またＥＵ市民に対して SOLVIT の宣伝をするための資源

も拡大すべきである。 

 

ⅱ）法規制の実施 

• 域内市場ルールの実施が、依然として不十分である。効果的な施行と実施には加盟国に

おける強力な政治的主導がなければならない。 

• ＥＵの規則の統一的で平等な実施や適用、監視を達成して競争の歪みを避けるには、加

盟国間の管理・規制上の協力を強化することが重要である。この協力は欧州委員会が担

うべきである。 

• 欧州委員会も、ルールの正しい施行や加盟国間の協力強化、問題の効果的な解決を確

実にするよう引き続き行動しなければならない 

 

ⅲ）より良い規制・諮問・インパクトアセスメント 

• より良い規制と官僚主義を減らすことは、企業の活動にとって重要であり、競争力促進に

は欠かせない。このため欧州委員会のより良き規制に対する取組みを支持する。 

• 関係者への諮問は、より良き規制には重要な要素であるが、欧州委員会は回答結果がど

うであれ偏見を持つことなく、事前決定事項で行動することはないようにすべきである。 

• これまでインパクトアセスメントは政策決定の一部とは対立するものとして、単なる補足とし

て実施されてきた。より良き規制を成功させるには、これを変えなければならない。新しい

提案を準備する前に、既存の規制の評価を実施する必要がある。規制の導入は 終手

段とすべきである。 

• インパクトアセスメントは現在、法制化プロセスの初めに実施されているにすぎない。イン

パクトアセスメントをＥＵの法制化プロセスの全段階、特に法制化の提案をまとめる前に実

施するよう要求する。 

 

 

（２）オンライン調査に見る産業界などの見解 

 

欧州委員会は 2006 年６～７月に、ニューアプローチの見直し作業に関してオンラインによる

アンケート形式の諮問を実施し、その結果を「『ニューアプローチの見直しと拡大に関する諮
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問』に対する回答の図表」98として公表した。企業や業界団体を中心に 280 件の回答が得られ

たが、このうち個人が 63 件で残る 217 件が企業・団体であった。企業・団体の回答者の内訳は

表 16 に示した通りである。産業界からの回答は117 件で、それ以外の機関・団体の回答が 86

件であった。 

 

表 16： 回答者の機関・団体別の内訳 

分類 回答者

数 

分類 回答者

数 

業界団体・企業連盟 52 認定機関 ５ 

個別企業 43 公認認証機関 49 

専門職代表団体 22 各加盟国の公的機関 30 

  消費者団体 ２ 

小計 117  86 

出所：欧州委員会・“Response charts for ‘Consultation on the Review 

 and Extension of the New Approach’” 

 

回答者の国別内訳は、ドイツ（26％）、フランス（21％）、英国（９％）、イタリア（８％）、ベルギ

ー（７％）の順だった。また、回答者の活動分野（複数回答あり）の内訳は表 17 の通りである。 

 

表 17： 回答者中の活動分野別の内訳 

活動分野 回答者

数 

活動分野 回答者

数 

電子技術・ラジオ通信端末設

備・防爆機器 

111 ガス燃焼機器 36 

機械（昇降機、ケーブルを含む） 91 玩具 32 

建設 83 輸送 24 

圧力設備 66 レジャー用船舶 14 

測量機器 54 化学（民生用爆薬・花火関連） 12 

医療機器 54 その他 66 

身体保護用具 39   

出所：欧州委員会・“Response charts for ‘Consultation on the Review 

 and Extension of the New Approach’” 

 

 アンケート調査は次の８項目で実施された。 

• 標準化 

• 適合性審査手順 

• 公認認証機関 

• ＣＥマーク 

• ＥＵ法の施行 

（市場投入後の対策） 

 

• トレーサビリティー 

• 市場監視 

• 一般的な問題点（横断的

法律など） 

                                            
98 “Response charts for ‘Consultation on the Review and Extension of the New Approach’”  

(http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/pdf/naga_ipm_consultation_results.pdf)  
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 諮問に対する回答の主要点は以下の通りであった。 

 

• 標準化の問題点として、「標準化プロセスの遅延」、「標準化プロセスの複雑性」、「利害関

係者の関与の希薄性」が上位を占めた。 

• 適合性審査手順では、選択肢の幅広さが重要との意見が多く、社内試験による認証が第

三者の認証よりも効率的という見方が強かった。 

• 公認認証機関については、認可の対象となった適合性審査を行っていない場合の通知

（認可）撤回、加盟各国が公認認証機関の能力を評価・確認する義務を持つこと、通知に

期限を設けること、通知の取り消し・停止のシステムを確立することといった、公認認証機

関の業務水準を維持するための対策が賛同を得た。 

• ＣＥマークは維持すべきとの声が圧倒的で、信頼性を向上させる手段としては「市場監視

の強化」と「より良い情報の提供」に支持が集まり、罰則の規定を含めた「法的保護の強

化」を推す回答者も多かった。 

• 市場監視（マーケットサーベイランス）では、監視が厳格でないとの意見が大多数を占め

て強い不満がうかがえ、強化策としては「ＥＵレベルでの市場監視ルールの調和」、「効率

的な情報交換」、「各国の市場監視当局間の協力」を求める声が強かった。 

 

以下の①～⑨に主要な質問に対する回答結果を示すが、企業の見方をより明確に出すた

め、回答者数の多かった電子技術関連、機械、建設の３つの業界の回答結果については、全

体の回答結果に合わせて適宜触れるようにした。 

 

① 標準化について 

 

ａ）ニューアプローチの枠組み内で、欧州規格はＥＵ法を効率良くサポートしているか。 

欧州規格は良くサポートしているという回答者が圧倒的で、これは電子技術業界だけを見る

と 88％、機械業界では 93％に上る。一方で建設業界では 81％と全体に比べて低かった。 
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図 10： 欧州規格はＥＵ法をサポートしているか 

分からない

4%

いいえ

10%

はい

86%

 

出所：欧州委員会・“Response charts for ‘Consultation on the Review 

 and Extension of the New Approach’”(以下、図 16 まで同じ) 

 

b) 標準化における問題点 

 標準化における問題点として、「標準化プロセスの遅延」、「標準化プロセスの複雑性」、「標

準化プロセスの間違ったイメージ」、「利害関係者の関与の希薄性」、「標準規格自体のあいま

い性」などがある。諮問ではこの５つの問題点について、回答者が重要と思う順に順位をつけ

た。その結果、 も問題とされたのが「標準化プロセスが遅すぎる」点で、次に「標準化プロセ

スの複雑性」と「利害関係者の関与の希薄性」がほぼ並び、「標準化プロセスの間違ったイメー

ジ」を指摘する声は４番目だった。「標準規格のあいまい性」を問題視する見方は弱い。 

 

② 適合性審査手順について 

 

ａ)適合審査手順での幅広い選択肢を残すことの重要性 

「企業・団体が適合審査を効率的に運営するには、適合審査手順に幅広い選択肢があるこ

とが重要」ということに同意するかを尋ねた質問では、「同意する」が 46％と半分近くを占め、

「どちらかと言えば同意する」を加えると 79％に上った（図 11-１参照）。適合審査手順を細か

く規定することには、企業側の反発がある。電子技術業界では「同意する」が 55％、「どちらか

と言えば同意する」を合わせて 89％、機械業界ではそれぞれ 54％と 89％と高かったが、建設

業界では 38.6％と 71％とやや低い。また、この質問に合意した回答者に対する「現行指令に

は十分な選択肢があるか」という質問については、肯定的な意見が多かった（図 11-２参照）。 
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図 11： 適合審査手順の選択肢の幅広さ 

１）幅広い選択肢があることは重要           ２）現行指令には十分な選択肢があるか 

         

 

ｂ）社内試験機関による認証 

質問では、「製造業者が所有する試験施設で認定を受けるところが多くなっている。こうした

第三者の介入を社内試験が正確に行われているかの確認だけに制限するほうが、第三者に

よる製品認証を行うより効率的、かつ高レベルの保護が得られる」ということに同意するかを尋

ねた。ここでも図 12 のように「同意する」が 36％、「どちらかと言えば同意する」を合わせると

68％に上る。社内試験で行うほうが企業にとってはコスト面で負担が少なく、時には専門性と

いう点からも効率が良いという見方である。ただ、電子技術業界ではこの割合が 45％と 76％と

高く、機械業界では36％と69％で全体と同じだったが、建設業界では35％と57％で全体を若

干下回っている。 

 

図 12： 社内試験による認証が第三者の認証より効率的 

 

 

分からない

6%

いいえ

16%

はい

78%

同意する 
46% 

どちらかと言え 
ば同意する 

33% 

同意しない 
10% 

どちらかと言え 
ば同意しない 

10% 

分からない 
1%

同意する 
36% 

どちらかと言え 
ば同意する 

32% 

同意しない 
15% 

どちらかと言え 
ば同意しない 

14% 

分からない 
3% 



 152

 

③公認認証機関について 

 

ａ) 公認認証機関の能力 

「ＥＵ域内の公認認証機関は、満足のいく均一な品質レベルで業務を遂行している」という

ことに「同意する」という回答は 34％で、「どちらかと言えば同意する」を合わせると 65％と多数

を占めるが、反対意見合わせて 30％と賛成意見の半分近い（図 13 参照）。これは電子技術

業界、機械業界、建設業界でもほぼ同様な結果となっている。一方、当事者である公認認証

機関の回答では、47％が「同意する」、20％が「どちらかと言えば同意する」で合わせて 67％で

ある。 

 

また、「公認認証機関の長期的な能力レベルを維持するため、ある程度の分量の持続的活

動が必要と思うか」という質問に対しては、「同意する」が 51％で、「どちらかと言えば同意する」

を合わせると 90％と圧倒的に賛同する意見が多かった（図 13 参照）。 

 

図 13： 公認認証機関の業務遂行状況 

１）業務遂行は十分か                  ２)公認認証機関には一定量の業務が必

要か 

 

           

              

 

ｂ）公認認証機関の適正と監視 

  図 14-１は、「公認認証機関が、通知（認可）の対象となった適合性審査活動を行っていな

い場合は、通知は撤回されるべきか」という質問に対する答えで、80％が賛同している。また図 

14-２は、「加盟各国は定期的に公認認証機関の能力を評価・確認する義務があると思うか」と

いう質問への答えで、98％が賛同している。回答者の中でも公認認証機関の間では、通知撤
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回の可能性について肯定的な意見は 67％と低くなるが、能力の確認義務については 98％と

同じである。 

 

図 14： 公認認証機関の評価 

１）公認認証機関の通知撤回はありえるか      ２）公認認証機関の能力評価が必要か 

 

             

 

同様に、公認認証機関の通知（認可）期間を有期限とすることを求める声も強い。図 15-１

は、「公認認証機関の通知に期限を定めるべきか」という質問に対する回答で、72％がこれを

支持している。ただ一方で、図 15-2 のように「公認認証機関への監視は十分か」という質問に

も 61％が賛同している。この質問に対する回答では、電子技術業界はやや厳しく、57％が賛

同しており半数を超えているものの、27％が否定的な回答をしている。公認認証機関の間で

は、期限を定めることには 55％が否定的で、十分な監視については肯定的な意見が 51％で

否定的な意見が 45％となっている。 

 

分からない

1%いいえ

1%

はい

98%

分からない 
6% 

いいえ 
14% 

はい 
80%



 154

図 15： 公認認証機関の通知の有期限化と監視 

１）公認認証機関の通知を有期限とすべきか   ２）公認認証機関への監視は十分か 

 

               

 

 

また、「数回にわたって間違った条項の適応や証明書の発行を行った公認認証機関に対し

て、通知の取り消しまたは停止を保証するシステムの導入は、通知システムの信頼性につなが

ると思うか」という質問では図 16 のように当然ながら 98％が賛同している。企業にとっては逆

にこれまで、こうしたシステムが確立されていなかったことが不満でもあった。公認認証機関の

間では、これに賛同するのは 94％で全体の意見よりはやや低い。 

 

図 16： 公認認証機関の通知取り消し・停止のシステムを確立すべきか 

 

 
 

④認定 

 

「認定（accreditation）」とは、適合性審査機関（公認認証機関）が適切に審査を行う能力を
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有しているか第三者が正式に証明することを示す。これに関して、「公認認証機関の現在の認

定は、公認認証機関が実施する適合性審査の信頼性向上につながると思うか」という質問で

は、図 17 のように肯定的な見方が 78％と大多数を占めた。企業も含めて認定する機関に対

する不満はあまり見られない。 

 

図 17： 公認認証機関の現行の認定は適合性審査の信頼性を向上させるか 

 

 

 

 

⑤ ＣＥマークについて 

 

ａ)ＣＥマークのイメージ 

ＣＥマークの付いた製品は、ＥＵ内で自由に流通させることが可能だが、ＣＥマークの意味は

一般にはあまり明確でない。ＣＥマークについては見直し作業の中で、維持というだけでなく廃

止、変更などの選択肢もあった。「ＣＥマークは高水準の保護を目指している欧州規制のイメ

ージとして理解されていることが多い」ということに、「同意する」は 19％にとどまり、「どちらかと

言えば同意する」を加えて 55％と、ようやく半数を上回る（図 18-１参照）。反対意見は合わせ

て 44％に上る。ただし、「ＣＥマークは国際貿易で良好なイメージを持っているか」という質問に

は肯定的な意見が 65％と３分の２近くを占めている（図 18-2 参照）。 
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図 18： ＣＥマークのイメージ 

１）ＣＥマークは欧州規制の良いイメージ    ２）ＣＥマークは国際貿易でイメージが良いか 

            

 

ＣＥマークを維持すべきかどうかという も重要な点については、図 19-１のように肯定的な

意見が 87％と圧倒的で、廃止という選択肢はほんどない。機械業界で 81％、建設業界で

87％といずれも８割を超えているが、電子技術業界では 78％だった。また、「ＣＥマークを維持

するならば、ＣＥマークの意味をもっと伝えればより良い理解につながると思うか」という質問に

対しても図 19-２のように、肯定的な意見が 89％と圧倒的多数を占めている。 

 

図 19： ＣＥマークの維持とＣＥマークの意味 

１）ＣＥマークを維持すべきか          ２）ＣＥマークの意味を伝えれば理解が深まるか 

             

 

ｂ）ＣＥマークの信頼性強化 

 今後、ＣＥマークの信頼性を強化するための手段として、「より良い情報の提供」、「トレーサ

ビリティーを課すこと」、「法的保護の強化（不適切な使用に対する厳しい罰則など）」、「強制

的な第三者による証明書の発行」、「市場監視の強化」、「システム化された国境管理」の６つ

の選択肢が挙げられた。このうち重要度によって各回答者が１位から６位まで順位をつけた結
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果が図 20 である。回答者が も重要と考えているのは、「市場監視の強化」で、その次が「よ

り良い情報の提供」であり、「強い法的保護」を推す声も強い。以下は、ややばらつきがあるが、

「トレーサビリティーを課す」が比較的上位を占める。「強制的な第三者による証明書の発行」

については、６位に順位付けして重要視しない回答者が多い反面、これを も重要とする見方

もかなりあった。市場監視の強化が 大の課題ととらえられていることが明確に表れている。 

 

図 20： ＣＥマークの信頼性強化に向けた６つの手段 
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⑥ 法規制の施行（製品の市場投入後の対策） 

 

これまでニューアプローチ指令は市場に投入する製品の安全水準を確保するため、必要事

項の規定や適合性審査手順など主として市場導入前の対策に焦点を当ててきた。各加盟国

には、法的な要求事項を満たしている製品のみが各市場に導入されていることを保証する義

務があり、市場監視の責任も各加盟国にある。現在、ＥＵ域内において市場監視の水準は各

加盟国で異なっている。これについて、製造業者だけでなく卸売業者、輸入業者なども含めた

全ての「経済オペレーター」に、製品の適合性に関する義務を負わせることに対する是非を問

うた回答結果が図 21 である。質問は「製品の適合性に関する輸入業者や卸売業者などの義

務を明瞭化することで、市場から不適合な製品の数を減らすことが可能と思うか」であった。こ

れについては合わせて 88％が「その通り」と回答している。業界別でも電子技術業界で 92％、

機械業界で 94％、建設業界で 91％と当事者でも圧倒的多数を占める。 

 

図 21： 全経済オペレーターの義務の明瞭化 

 

 

 

 

⑦ トレーサビリティー 

製造および流通過程において確実に製品を確認および追跡するため、 も経済的に現実

性が高く、効果的な対応策として、「登録システム」、「代理人の設置の義務付け（製造業者に

よって任命された代理人が一部の業務を代理で実施する）」、「製品のラベル表示および供給

業者と購入業者（顧客への販売を除く）における記録」の３つの選択肢を挙げた。この中から

回答者が、効果があると考えた順に１～３位まで順位をつけた結果が図 22 である。ここでは、

「代理人の設置の義務付け」、「製品のラベル表示および供給業者と購入業者の記録」、「登

録システム」の順となった。電子技術業界と機械業界でもこの順番と同じだが、建設業界では
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「製品のラベル表示および供給業者と購入業者の記録」を支持する意見が も多く、次が「代

理人の設置の義務付け」となっている。登録システムは企業にとっては負担増につながること

から回避を望む声が強い。 

 

図 22： トレーサビリティーに経済的かつ効果的な対応策 
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⑧ 市場監視（マーケットサーベイランス） 

 

ａ） 市場監視の厳格性と投資の拡大 

 市場監視の強化はニューアプローチの見直し作業の中でも重要な課題の１つとなっている。

「市場監視の厳格性は不十分と思うか」という質問には、図 23 のように 73％が「不十分」と答

えている。特に電子技術業界では 85％が、また機械業界では 87％が「不十分」と考えている。

また、「各加盟国は市場監視にもっと投資すべきと思うか」という質問には図 23 のように 90％

が「投資すべき」と答えている。各加盟国が資源を十分に投入していないという見方は、諮問

による見解などからも出ている。 

 

a）登録システム 
b）代理人の設置の義務付け 

c）製品のラベル表示、供給業者と購入業者の記録 
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図 23： 市場監視の厳格性と投資拡大 

１）市場監視の厳格性は不十分か  図 21：各国は市場監視への投資を拡大すべきか 

 

        

 

ｂ）市場監視の効率的な強化策 

 市場監視の強化で効率的な対応策として６項目を挙げて質問したところ、複数回答であった

ため各項目とも支持が多かった。順番では、「ＥＵレベルでの市場監視ルールの完全な調和

（回答数 200）」、「効率的な情報交換（同 206）」、「各国の市場監視当局同士の協力（同 205）」、

「各国の市場監視データベースの相互接続（同 200）」、「市場監視当局と税関当局の協力（同

176）」、「域外国境の管理強化（同 175）」、「市場監視当局や税関当局など国境を越えた協力

体制（同 159）」となった。電子技術業界では「効率的な情報交換」がトップとなったことが特徴

的で、ほかにも機械業界では「域外国境の管理強化」が３位に入り、建設業界では「各国の市

場監視データベースの相互接続」がトップとなった。 

 

ｃ）消費者用製品と業務用製品の取り扱い 

 市場監視における消費者用製品と業務用製品の取り扱いを分けることについては、図 24 の

ように、賛同する意見が 54％、否定する意見が 37％となった。電子技術業界ではこの割合は

62％と 30％と肯定する意見が強く、機械業界では 51％と 35％、建設業界では 47％と 42％で

両方の意見が接近しており、業界によって見方は違っている。 
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図 24： 消費者用製品と業務用製品の取り扱いを分けるべきか 

 

 

 

 

⑨ 横断的法律の取組み（一般的な問題） 

 

欧州委員会が提案した「工業製品の法的調和に対する横断的法律の取組み」99では、製品

の適合性を保証するために、製品の市場投入後の対策（トレーサビリティーの向上、製品の適

合性に関する製造業者・輸入業者・卸売業者の明確な義務、市場監視の強化）に重点を置い

ている。この取組みについて、「経済オペレーターにとって市場投入前の要件のさらなる負担

を回避することになる」ということについては、「同意する」が 35％、「どちらかと言えば同意す

る」が 44％で合わせて 79％に上った（図 25 参照）。 

 

図 25： 製品の市場投入後の対策は市場投入前の企業の追加負担を回避する 

 

 

 

                                            
99 A horizontal legislative approach to the harmonization of legislation on industrial products – draft instrument.  
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（３）日本企業を含む産業界への影響と注意点 

 

 欧州委員会が２００７年２月に発表した「規則案」と「決定案」（ともに３-２（３）参照）とインパクト

アセスメント（３-２（２）参照）から、欧州内で活動する日本企業および欧州市場に製品を輸出

する日本企業を含めて、欧州の産業界に与える影響を主要項目別にまとめる。 

 

① 経済オペレーター（製造業者・卸売り業者・輸入業者など）に対する義務 

 

 決定案では、「（供給・流通チェーンに関わる）経済オペレーターの義務」として数々の義務

を明示している。しかし、ほとんどはすでに定められている義務で、特に大部分の製造業者に

とっては、これが当てはまる。製品に対する輸入業者と流通業者の義務は異例に思えるものの、

欧州委員会は、一般製品安全性指令など既存のＥＵ法や加盟各国の国内法にも盛り込まれ

ている点を強調している。 

 

② トレーサビリティーと経済オペレーターの義務 

 

市場監視の一環としてトレーサビリティーの強化が導入されている。トレーサビリティーは製

造業者や流通業者など全ての経済オペレーターに新たな義務を負わせるものである。特別な

文書作成の要件は予定されておらず、各経済オペレーターに委ねられている。このため大き

な追加コストは発生しないと見られているが、トレーサビリティーでは、製造業者や輸入業者の

名前でシリアル番号やバッチ番号で商品を特定化することが必要となる。特に輸入業者に対

するこうした要件は全く新しいもので、輸入業者にとっては新たなコストを生じさせることにな

る。 

 

② 公認認証機関と認定機関 

 

 今回の提案では、公認認証機関の能力評価と監視は、引き続き加盟各国内の認定機関が

担うことになった。ただし、ＥＵレベルで認定と調整のための法的枠組みを導入し、既存のＥＡ

（欧州認定協力機構）は、この認定と調整のために新たな役割を果たすことになった。これによ

って、確実に全加盟国が認定を通知の手段として利用するようにしている。企業にとっては望

ましい方向と言える。公認認証機関が提供するサービス水準の向上が見込まれ、異なる加盟

国間での水準の格差が是正されることにつながるためである。 

 

③ ＣＥマーク 

 

ＣＥマークは大きく変更される可能性は除外され、決定案ではＣＥマークをＥＵの集団商標と
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して登録することを提案している。これにより、ＣＥマークの誤用は法的に罰せられることになる。

企業にとって、これは２つの側面がある。１つはＣＥマークを正しく使い、適合している製品に

貼り付けている企業にとっては、ＣＥマークを悪用している企業に対して競争力を確保できると

いう点である。また、こうしたＣＥマークを悪用している企業を法的に訴えることができる。一方

で、ＣＥマークの取り扱いには以前にも増して十分な注意を払う必要が出てくる。全ての法的

要件を満たされている製品だけにＣＥマークを使用しないと、違反行為として罰則を科せられ

る可能性が出てくるためである。 

 

④ モジュールの変更 

 

適合性審査のモジュールはこれまでの８つの基本モジュールに加えて、新たに８つの補足

モジュールが加えられた。これまで第三者の認証が全く必要ない「モジュールＡ（自己宣言）」

にも製品の個別試験や不定期の製品検査の補足モジュールが加えられ、社内試験の施設が

ない場合は第三者の審査機関（公認認証機関）に試験や検査を依頼する必要がある。このた

め一部の企業には負担増につながる。また企業にとっては、適合性審査の手順で自社の製

品がどのモジュールに該当するかに、いっそうの注意を払う必要が出てきた。間違ったモジュ

ールで適合宣言を行ってＣＥマークを貼り付けた場合、ＣＥマークの誤用となって訴えられる可

能性も出てくるためである。 

 

④ 市場監視（マーケットサーベイランス）の強化 

 

規則案では市場監視の枠組みを導入し、加盟各国が実施すべき 低要件や加盟国間の

情報交換を含む管理協力の枠組みなどが規定されている。こうした市場監視は、法規制を守

り、適合した製品を市場に投入している企業にとっては、悪質な企業が排除されるという点で

好ましいことである。ただし、以前より市場監視が厳しくなるため、製品が法規制に適合してい

るかどうかに、さらに注意を払う必要もある。 

 

⑤ 国境管理の強化 

 

 規則案では、税関当局が製品検査に適合性を加えることが提案されており、安全性の規制

に適合していないと見られる場合、税関当局に製品を処分する権限が与えられる。また加盟

国は、規則の条項への違反に対して、罰則に関するルールを国内法に導入することが義務付

けられる。安全性の規制を遵守している企業にとっては、不適合製品が市場から締め出される

という点では好ましい。しばしば、こうした製品は安価に出回って、規制を遵守する企業の製品

にとって脅威となっている場合が多いからである。ただし、輸入業者や第三国の輸出業者・製

造業者は、確実に規制を遵守し、ＣＥマークを正しく使うよう注意を払う必要がある。 
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⑥ その他 

 

 今回の提案の主要目的の一つには、域内の物の自由な動きを促進させることがある。この提

案の実施を通じたＥＵ法の適切な機能が、製品に関する各国の措置で妨げられることを軽減

するとともに、製品の試験レポートや検査証明書などへの信頼性を高めるという狙いがある。こ

れには製造業者など経済オペレーターに不必要な証明やマーク表示の負担を減らすという目

的もある。こうしたことが欧州委員会の意図した通りに実現するならば、域内の経済オペレータ

ーだけでなく、日本など第三国からＥＵ市場に製品を輸出する企業にとっても、基本的には負

担軽減とコスト削減につながる。 
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