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 [概 要] 

RoHS 指令、WEEE 指令、REACH 規制など EU 加盟国で機械製品に係わる規制が強化されている。この

動向は、機械製品輸出企業のみならず、サプライチェーンでつながる部品、部材メーカーまで大きな

影響が及ぶことになる。この流れは EU にとどまらず、米国や中国など世界各地に広まりつつあること

から、EU 規制の動向をいち早く適格に捉え対応してゆく必要がある。このため、特に影響が大きいと

考えられる REACH 規則を中心に、その内容の詳細、議会での採択状況や対象物質発表の動向などの

新情報を収集するとともに国内外での対応取り組み状況について調査した。それらを踏まえ機械産

業としての留意点を抽出した。なお、本事業における具体的調査は、㈱東レ経営研究所に委託して

実施した。 
（１）REACH 規則の概要と最新動向 

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

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

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

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

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

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

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

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

理すると以下のようになる。 
ﾌﾟﾛｾｽ 概 要 期限・時期等 

 

登録 

届出 

物質・調剤：1 企業につき 1t/年以上の化学物質を製造ま

たは輸入している企業は当該化学物質について欧州化学品

庁の中央 DB に登録必要。 

成形品：1企業につき成形品中の SVHC 物質が 1t/年を超え

る場合は登録必要。成形品に SVHC が 0.1wt％を超える濃度

の場合は届出必要。 

登録期限 

 1 ～  10t/年 ：11 年 

10 ～ 100 t/年：11 年 

100～1000 t/年：6年 

1000 t/年超   ：3 年 

 

 

評価 

高懸念物質※から優先的に化学品庁が登録書類を評価。 

（※SVHC で曝露があり、100 t/年を超えるもの） 

必要な場合、化学品庁は登録者に追加情報を要求できる。

規則発効後 18 ヶ月後の

正式登録から評価開始？ 

 

認可 CMR、PBT 等々高いリスク物質については用途ごとに認可

制に（原則は禁止）。対象物質は付属書 XIV に記載される予

定で、約 1500 物質程度と予想されている。 

対象物質は 2 年以内に化

学品庁が決定 

 

制限 対象物質は条件を遵守しない限り製造・使用・上市を禁止。 規則発効後、即時 

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



の提言にさかのぼり、、同年 6 月の閣僚理事会、11 月の欧州議会での可決をうけて欧州委員会が規

則案の作成に着手した。 
 2003 年 10 月の欧州委員会でこの規則案が採択され、欧州議会に提出された法案は 2005 年 11
月の第一読会において採択され、2006 年の 12 月開催とされる第二読会に諮られた。 
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閣僚理事会 

 この第二読会を経て閣僚理事会で 終的な検討に入り、承認されればそのまま 2007 年に RE 
ACH 規則が施行されるはこびとなる。仮に閣僚理事会で非承認だった場合は欧州委員会による調

停というプロセスを経ることになっていたが、実際には 2006 年 12 月 13 日の欧州議会で REACH
規則は「賛成 529、反対 98、棄権 24」で、結果的には圧倒的多数の賛成で採択された。 
 
 欧州議会採択によって REACH の発効は正式に決定し、当初の予定では「2007 年春」とされて

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

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

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

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

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

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

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

ければならない。 
 
（２）我が国産業界の対応状況 

 

 1）JGPSSI（グリーン調達調査共通化協議会） 

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

その代表的な事例としてグリーン調達調査共通化協議会（以下 JGPSSI：Japan Green 
Procurement Survey Standardization Initiative）が挙げられる。 
 組織の目的は電子情報部品・材料の化学物質調査・回答に関し、サプライチェーンを貫通して

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

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

企業以外も含めて広く利用を呼びかけている。 
 なお、当初 JGPSSI が作成したガイドラインでは管理対象物質には 29 が指定されていたが、JIG
ではそのうち 5 つが削除されて 24 種類となっており、現在の対象物質とその閾値の一覧は以下の

通りである。 



 
JIG 別表 A：調査対象化学物質リスト(レベル A) 

物質群分類 
No.(JGPSSI） 

材料/化学物質群 閾値レベル 

C01 アスベスト類 意図的添加 

C02 一部のアゾ染料・顔料 意図的添加(適用については
76/769/EEC 指令を参照) 

A05 カドミウム/カドミウム化合物 75ppm または意図的添加 

A07 六価クロム/六価クロム化合物 1000ppm または意図的添加 

A09 鉛/鉛化合物 1000ppm または意図的添加 
3000ppm（塩化ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙのみ）

A10 水銀/水銀化合物 1000ppm または意図的添加 

C04 オゾン層破壊物質 
（CFCs、HCFCs、HBFCs、四塩化炭素等） 

クラスⅠ：意図的添加 
クラスⅡ、HCFs：1000ppm 

B02 ポリ臭化ビフェニル類（PBB 類） 1000ppm または意図的添加 

B03 ポリ臭化ジフェニルエーテル類（PBDE 類） 1000ppm または意図的添加 

B05 ポリ塩化ビフェニル類（PCB 類） 意図的添加 

B06 ポリ塩化ﾅﾌﾀﾚﾝ（塩素原子数が 3つ以上） 意図的添加 

C06 放射性物質 意図的添加 

B09 一部の短鎖型塩化パラフィン（※） 意図的添加 

A18 ﾄﾘﾌﾞﾁﾙｽｽﾞ（TBT）、ﾄﾘﾌｪﾆﾙｽｽﾞ（TPT） 意図的添加 

A17 酸化トリブチルスズ（TBTO） 意図的添加 

 
 2）JAMP（アーティクルマネジメント推進協議会） 

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

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

組織であり、現在のところ事務局は（社）産業環境管理協会内に置かれている。 
 REACH のように、簡易な化学物質分析では知りえないような含有物質に関する膨大な情報伝

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

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

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

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

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

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

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

といえる。 
 

 3）JAMA（日本自動車工業会）データシート 

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

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

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

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

るのは対象とする化学物質範囲の広さである。対象化学物質の範囲は JIG が 24 だったのに対し、

JAMA データシートは GADSL に準拠しているため、対象化学物質群の数だけで 87、化合物の数

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

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

る上で生じた差であるといえる。 



（３）機械産業としての REACH 対応上の留意点整理 

 

 1）欧州での自社製品供給形態 

 まず確認されるべき問題は自社が欧州とどういった形で自社製品を製造あるいは販売している

かという、欧州ビジネスの形態である。欧州ビジネスの内容しだいでは、前項で触れた「自社製

品が REACH 登録・届出に該当するかどうか」といった問題以上に、「どんなものを原材料として

仕入れて(輸入して)いるか」が重要なポイントになる。 
 そこで、欧州ビジネスの形態を REACH 規則への対応準備の必要性の高さ、言い換えれば「潜

在的 REACH リスク」の高さで大きく 3 つに分類すると、下表のように整理できる。 
 
 REACH 規則への対応必要性分類 

 欧州ビジネスの形態 

ケース 1 EU 域内に現地生産工場を持ち、EU 域内調達はもちろん日本その他 EU 域

外からも化学品(物質・調剤)や部品（成形品）を原材料として輸入し、製

造加工を行っている。 

ケース 2 EU 域内の生産拠点での仕入れは基本的に成形品のみであり、(主に日本

から)輸入した部材や準完成品の組み立て・アセンブリーが中心。 

ケース 3 EU 域内には販売拠点・販売代理店のみ設置し、日本からの完成品輸入と

販売のみ行っている。 

  
 REACH 規則においては欧州化学品庁に対する登録や届出の義務はすべて欧州側の「製造者・

輸入業者（または代理者）」が負う。従って、欧州の拠点が製造加工の機能を持ち、原材料として

化学物質あるいは調剤等を欧州域内に輸入している「ケース 1」の場合、その化学物質（あるい

は調剤中の物質）が 1t/年を超えていれば、2010年 11 月末までに登録されていなければならない。

従って、欧州の製造拠点は自社で使っている化学物質や調剤等の仕入れに際して、それらの登録

がすでになされているかを確認し、未登録の場合は自社、もしくは輸入業者、代理者（非 EU 製

造者の代理者）等によって登録されなければならないことになる。3 つのケースの中では も

REACH 対応の難易度が高い事業形態といえる。 
 
 2）自社製品の現状把握 

機械産業から生み出される製品は極めて多岐にわたり、その用途、さらに製品そのものの規模・

重量などの差も非常に大きい。従って、本来は個々の製品個別のチェックが必要であるが、ここ

では現在の REACH に関する情報を元に、機械製品=成形品であるという前提に立ち、おおむね

共通する可能性が大きいと考えられる主要なポイントを整理した。 
①その製品（成形品）から物質の意図的放出があるか？ 

 成形品が REACH においてどう扱われるかの重要なポイントの一つが、この「物質の意図的放

出の有無」である。意図的放出の定義が抽象的であることから、製品によってはその定義にあて

はまるかどうかが判断しづらいケースもあり得るが、疑わしい製品に関しては現状では意図的放

出があるとみなして準備しておくことが望ましい。 
②その製品に SVHC 物質が含有されているか？その量は？ 

 SVHC 物質のリストの全容がまだ明らかになっていない状態では厳密なチェックは不可能であ

るが、有害重金属などのように明らかに有害物質であるといったものの含有の有無、およびその

量のチェック、さらに有害物質の代替が可能かどうかといった検討は早めに進めておく必要があ

る。また、SVHC 物質対象物質になる可能性が高い有害物質が含まれている製品の場合、その含

有量が製品の 0.1wt%を超えるかどうかの量的チェックも重要となる。 
③SVHC 物質含有量の考え方 

 成形品に含まれる SVHC 物質の欧州化学品庁への届出が必要な条件は原則として「0.1wt%を

超え、しかも年間 1t を超える」場合である。 
 たとえば、重量 100kg の装置に SVHC が 1wt%含まれているとすれば上記の 初の条件には該

当するが、その装置の欧州への輸出量が年間 100 台程度しかないとすれば、トータルの SVHC 量



は 100kg/年であり、1t/年を下回る。 
 こういった場合は届出は必要ないが、販売業者等、当該製品受領者への情報伝達義務があると

されるほか、消費者からの要求があれば、その要求から 45 日以内に当該物質に関する情報を提供

しなければならないとされている。従って、含有量が 0.1wt%を超えている場合は、その製品の欧

州向け輸出量が少ないとしても、その物質に関する情報を要求される可能性があること、要求さ

れた場合には提供する義務があることを念頭においておく必要がある。 
④金属素材に関する考え方 

 機械製品の多くには金属が用いられるが、REACH においては基本的に金属であっても化学物

質の一つとみなされ、合金の場合などは「調剤」として扱われる。機械メーカーの場合、こうい

った金属材料そのものを生産することはないと考えられるが、たとえば成形品としてある合金素

材を使用する場合、その合金の成分金属が 1t/年以上を超えるかどうか、あるいはその成分金属の

登録がすでになされているかといった点については注意する必要がある。 
 
 
主要関連情報サイト URL 
１. 外務省 REACH 情報関連サイト  

             http://210.163.22.165/mofaj/area/eu/reach_0602.html 
２. 欧州議会サイト（英語）   

          http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_en.htm 
３. 欧州委員会 REACH 情報関連サイト 

       http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm 
４. 欧州化学品庁インフォーメーションサイト http://www.hel2.fi/eca/eca.html 
５. JGPSSI（グリーン調達調査共通化協議会）   

             http://210.254.215.73/jeita_eps/green/greenTOP.html 
６. JAMP（アーティクルマネジメント推進協議会） http://www.jamp-info.com/ 
７. （社）日本自動車工業会 http://www.jama.or.jp/ 
８. 電子部品環境情報検索 http://www.green-components.com/eiparts_p/Login 

 
 

以上 


