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【概要】 
 
EuPプログラムとその適用範囲 

 
2005年に採択されたEuP指令（Directive on Eco-Design of Energy-using Products）では、輸送（道

路、鉄道、航空）を唯一の例外として、「エネルギー（電力、化石燃料、再生可能エネルギー）使用製

品」の「エコデザイン要求事項作成のための枠組みを設定」している。この広範囲の枠組みをEuPプロ

グラムという。「エコデザイン」とは、「EuPの環境面の性能をそのライフサイクルを通じて改善する

ことを目的として、環境側面を統合した製品設計」と定義されている。この枠組みには、製品の全ライ

フサイクル、すなわち設計、原材料、構成部品、製造工程、運転性能及び廃棄が含まれる。 

 

枠組み指令に基づく長期的なEuPプログラムは、一連の詳細な実施指令につながるものであるが、そ

のいずれもまだ草案が作成されておらず、環境性能の測定可能なベンチマークに基づいて作成されるこ

とになろう。実施指令が要求していることは、直接的な適用のみである。 

 

この問題に詳しい専門家らの間では、同プログラムが世界産業に大きな影響を及ぼす可能性があると

の点で意見の一致が見られる。この分野の公式機関である国連環境計画（UNEP）が、本プロジェクトに

ついてインタビューを受けた際の言葉を借りれば、「この分野でEUが行っていることは、事実上の国際

規格に容易になり得る」のである。電気電子機器への特定有害物質の使用制限指令（RoHS）とそれが国

際規格に及ぼす影響が、その先例として引用されている。WTOの規則によってその適用範囲にはある程

度の制約が課されるが、そのような制約があっても、このプログラムが強い影響を及ぼすことへの妨げ

とはならないと予測される。 

EuPプログラムの背後にある最も重要な原動力は、EUの広範囲にわたる気候変動プログラムであり、

これには、京都議定書に基づくEUの義務が含まれる。EUが京都議定書に基づいて果たさなければならな

い義務である二酸化炭素排出削減のうち、EuPプログラムだけで25％以上を達成できる可能性があると、

EUは推定している。最近でも、気候変動プログラムの強化及び拡大が示唆されている。 

 
EuPプログラムは電気製品とエネルギー効率に重点を置くが、問題はそれだけに限らず、とりわけ産

業機器及びビルの電気以外のエネルギー使用製品も対象になる可能性があると、EUは指摘している。新

たな技術必須要件は、目標を達成するための一方法に過ぎず、自主的合意や優遇税制といった方法も考

えられる。 

 

このプログラムによって、製品が引き起こす環境被害の低減を目指してきた多くのEUプログラム

----- 例えば、WEEE（廃電気電子機器指令）、RoHS（特定有害物質使用制限指令）、それに多くのエネ

ルギー効率指令など-----の適用範囲が拡大される。EuPはこれらよりもはるかに適用範囲が広く、した

がって影響もそれに応じて増大する可能性がある。 

 

 
EuPプログラムの現状 
 

枠組み指令の採択とは別に、以下に示す４つの行動計画がこれまでに実施されてきた。 

完了：適用範囲内の全製品に適用される方法が、すでに規定されている。すなわち、エコデザ

イン評価のためのインプット、および環境性能を測定できるベンチマークの形式をとった

アウトプットについて規定している。 

完了：欧州企業に対する初期の意識向上キャンペーン 



実施中：特定の製品分野又は課題に関し、12～19カ月の期限内で測定可能なエコデザインのベ

ンチマークを提案する14件のパイロットスタディ 

実施中：関連の現行規格の目録作成、及び新規格が必要な領域を判断するためのギャップ分析。

試験/測定規格が重要になると考えられる。 
 

EU自体の現行プログラム、あるいは国際レベルにある現行プログラムも数多く関連している。その最

新のものは、「持続可能な製品に関する国際タスクフォース（TFSP）」で、これも、持続可能な消費生

産に関する国連マラケシュプロセスの特定プログラムとされている。 

 

EuPプログラムのいずれかの実施指令が法的に適用される可能性がある最も早い時期は2007年後期で

あるが、指令はまだ草案段階にも至っておらず、草案の審査と承認に必要な組織も整備されていないた

め、適用までには時間がかかる。プログラムが重要な影響を与えることになるのは2008年以降になると、

以前からEUは指摘している。京都議定書が規定する2012年という期限が理論的な終止点ではあるが、実

際に行動が終了する可能性は低い。 

 

EuPプログラムの行動を含め、気候変動に対処するための効果的な行動を新たに起こすことへの圧力

が弱まる兆しはないものの、迅速な進捗を阻む障害をいくつか特定することができる。 

 
・ このプロジェクトでは、エネルギー効率の分野以外には重要な行動計画が策定されていない。 

・ エネルギー効率に関しては、欧州委員会が、気候変動総局内でエネルギー効率の単位を作成

するため、組織の再編成を現在実施中である。これは期待できる動きであるが、エネルギー

問題はこれまでエネルギー総局内で扱われてきたため、新たな展開が目に見える効果を示す

までには時間がかかると思われる。一方、京都議定書の目標を達成するためにあとどれほど

の進捗が必要なのか、すでに実施されてきた評価以外には何ら明確な評価がなされていない。 

・ これまでのEUの規格作業は、電子技術規格に重点を置いてきた。電子技術分野以外には、規

格を検討するための詳細な作業プログラムがない。 

・ エコデザインへの政策的対応を国際的に調整するため、何らかの対策が望ましいことがEU域

内で認識されているが、それをいかに達成するかについての明確な概念がない。 

・ 官僚主義が制御不能になる恐れから、進捗が遅れる可能性がある。例えば、ブリュッセルに

あるEUの常設機関の1つである諮問組織、EUの経済社会委員会は、EUのエネルギー政策を検

討し、法律が重複して複雑に絡み合い、官僚的な規則がますます分かりにくくなり、経済の

障害になる危険を指摘している。 

 
 
日本が対応できる範囲 
 

日本には、このプログラムを監視し、影響を及ぼし、実施を計画するためのメカニズムとして、広範

囲の選択肢がある。時期、ルート、及び行動レベルにも選択肢があり、考えられる1つの選択肢は、新

たなメカニズムを加えるのではなく、すでにあるメカニズムを維持することである。 

 
ただし、この分野の国際対話のためのメカニズムはすでに数多くあり、さらに計画もされているが、

EUがEuPプログラムの実施指令について決定を下す前に、欧州以外の利益及び欧州以外の技術を適切に

考慮できるメカニズムとしてそれらが適切かは疑問である。本報告書では、既存メカニズムが適切か否

かを提案するのではなく、進展する可能性のあるルートが完全に範囲内に収まるような広範囲の背景を

設定している。この分野で日本との対話を広げる上で、欧州の関心が広範囲に及んでいることが、今回

の調査から明らかになった。 

 

すでに存在するか又は進展中で、今回の調査で確認した日本との対話のメカニズムは、以下のとおり

である。 



 

・JISC（日本工業標準調査会）に、（電子技術）規格審査の最新段階について、助言を求めてい

る。 

・日本は、「持続可能な製品に関する国際タスクフォース(TFSP)」及び関連する他のUNEPライ

フサイクル分析（LCA）プログラムに参加している。 

・エネルギー効率に関して、欧州委員会エネルギー総局との対話を強化するための努力がなさ

れている。 

・同じ分野でEUの共同研究センターが実施している政府研究プログラム、とりわけライフサイ

クル分析（LCA）に関して、すでに情報交換が行われている。取り上げる範囲はEuP問題に特

定されるわけではないが、話し合いのためのフォーラムを他にもいくつか利用できる。政府

間のハイレベルな対話グループがその例である。 

 

［本調査では明確に特定していないメカニズム、とりわけ、1］京都議定書、2］欧州委員会と

のハイレベルな規制改革対話等の広い枠組み内のメカニズムが他にもあると考えられる。］ 

 

欧州との対話を進展させ拡大する可能性は、5つのレベルに存在する。すなわち、1）産業界、2）科

学・研究組織、3）規格機関、4）欧州の各国政府、5）ブリュッセルのEU政府機関である。本プロジェ

クトでは、これら5つのレベルの全てと連絡を取ったが、この分野で日本との対話を進めることに積極

性が示され、中には熱意を示す機関もあった。対話は、これらの異なるレベルの境界を越えることもで

きる。例えば、日本産業界は欧州産業界と対話するのみならず、他のどのレベルとも対話することがで

きる。つまり、以下の図に例示するように、選択肢の幅は広いのである。 



 
考えられる対話の方向の例： 

レベルを問わず他のどのレベルとも対話が可能 
 

 
欧 州 日 本 

政府－欧州委員会 政府－国家 

政府－加盟国（国家） 政府－国家 

科学（研究/技術機関） 科学（研究/技術機関） 

規格機関 規格機関 

産業界と業界団体 産業界と業界団体 

 
 

この分野で日本の活動が活発になれば、その目的も広範囲の選択肢から選択できる。以下の内容は、

選択肢として推奨することを目的としたものではなく、単に範囲について助言することを目的とした

ものである。以下の枠内の各項目についての詳細は、枠の下に記載するとおりである。 
 

新たな行動として可能な領域 

・ 日本の意識向上 
・ 欧州における監視（規格、パイロットスタディ、SPTF（持続可能な調

達に関するタスクフォース）、欧州委員会の新エネルギー部門、業界

の姿勢、国家政府） 
・ 製品分野/指標を対象とするEUの調査と並行した日本の科学調査 
・ EUのパイロットスタディに対する技術供与 
・ EU産業界との共同姿勢の確立 
・ SPTFを通じEUとの共同政策を策定するための取り組みの強化/拡大 

 
 

産業界の意識向上。 この目的をすでに達成したEUは、背景説明の要点に関してモデルを提供

できる。このような背景説明のほぼ全てが、これまでEU域内で行われ、EU以外でEU後援の意

識向上のための活動が行われたのは本プロジェクトでは、タイにおけるセミナーのみである。 

監視。 これはすでに進行中であるのは明らかであるが、活動が最近活発になっているため、

より体系的な調査と調整の強化が必要であろう。現在、欧州で監視すべき重要な領域は、以

下のとおりである。 

* 規格開発 

* 環境性能のベンチマーク策定を目的とした14件のパイロットスタディ 

* 「持続可能な製品に関する国際タスクフォース」の活動、より具体的には、欧州政府が

同タスクフォースに提供する意見・情報、及びその背景を成す欧州での論議。特に有益

なルートは英国にある。 

* 欧州委員会の気候変動総局内のエネルギー担当新部署の活動、この部署は本調査の実施

と同時に設置されたばかりである。 

* 関連のEU IPP（包括的製品政策）プログラムの活動 

* EUの主要な業界団体、及び欧州で事業を行っているEU以外の業界団体が打ち出す姿勢 

並行して進められる科学調査。 前記の活動で取り上げる問題の大半は、日本の既存の調査、

プログラムあるいは組織の範囲内に入っている可能性が高い。その一例として、EUの現在の

パイロットスタディの対象となっている14領域のトップランナープログラムに関連する調



査、あるいは特に試験及び測定分野の規格開発に該当するとして浮上している事項がある。

日本で並行して新たな調査に着手するための領域を判断することを視野に入れて、EUのプロ

グラムを検討してもよい。 

 
EuP：パイロットスタディ 

・ ボイラー 
・ 給湯装置 
・ パソコンとモニター 
・ 画像装置（ファックス、写真複

写、スキャナー等） 
・ テレビ 
・ スタンバイモードとオフモード 
・ 充電器と外部電源 

・ オフィス照明 
・ 街路照明 
・ 住宅用空調機 
・ 電動機（150kW以下） 
・ 商業用冷蔵庫 
・ 家庭用冷蔵庫 
・ 食器洗浄機/洗濯機（家庭用） 

 
 

EUの技術調査に影響を及ぼす技術情報の供与。 この場合もまた、14件のパイロットスタディ

が例になる。これらのパイロットスタディの受託機関には、日本の技術やベンチマークにつ

いて詳細に調査するための予算がないが、データを容易に、明確に、かつ効率的に入手でき

れば、そのデータに大いなる関心を持つ可能性が高い。 

EU産業界と共同の立場を確立。 この分野の利害については、EU産業界と日本産業界の共通点

は多くあるが、全てが共通しているわけではない。防御する必要性、すなわち不当な規制を

阻止する必要性を認めた場合は、協力する価値も最大になることが、本調査から明らかであ

る。産業界の姿勢が、環境責任を果たし、法に従うことを実証する業界キャンペーンの支持

を目的とする場合は協力の価値も低くなり、その場合、日本の企業は独自性を保つことによ

り大きな利益があると考えられる。 

この分野における政府方針の国際的合意を追及する体制の強化。 現在のプログラムを強化す

る、あるいは新領域に拡大する必要があるかは不明である。前述の「持続可能な製品に関す

る国際タスクフォース(TFSP)」は、適切なテストケースになる。これは新しい構想で、成功

させるためにはぼう大な作業が新たに必要となる。このプログラムが、この分野の国際協力

として適切な手段である、あるいは他の現行プログラムよりも優れているという国際合意は

まだ得られていない。この点については、欧州内部でも意見の一致は見られない（欧州委員

会がEU加盟国に反対している）。日本はこのテストケースを利用して日本における現在のメ

カニズムが適切であるか評価することも考えられる。 
 
新たな活動の時期も意識的な決断を要する問題である。最も重要な決断は、新たな活動をEUプログ

ラムがまだ初期の発展段階で実施するか、あるいはEUの意図が明らかになるまで待つかという点であ

る。この決断に関する判断は、本報告書の範囲を超えるものであり、主として政治的実現可能性及び

経済的影響の可能性によって左右されるはずである。ただし、欧州側では、対話を強化し協力関係を

深めていくための窓口は現在開かれているという紛れもない事実が、今回の調査によって明らかにさ

れた点に注目すべきである。 
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