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［要約］ 

２．化学物質に関する規制、法令 

2-1 日本の化学物質に関する規制、法令 

 日本では、1973 年に世界に先駆けて化学物質規制の枠組みとして「化学物質の審査

及び製造等の規制に関する法律」（化審法）が制定された。これは、当時、大きな社会
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問題となっていた PCB などの有害化学物質による環境汚染の防止を目的として制定さ

れたものであり、化学物質の製造・輸入に際しての事前審査と化学物質の性状に応じた

規制を２本の柱とするものである。 

 その後の、世界意的な環境問題、特に人間活動の生態系への影響への懸念の増大など

の背景を受けて、化審法は、2003 年に人の健康影響に加えて、動植物への影響である

生態毒性も視野に入れた改正が行われた。 

 化審法の公布以降に新たに製造または輸入される「新規化学物質」については、製造・

輸入会社が事前に「分解性」、「蓄積性」、「人毒性」、「生態毒性」などのデータを提出し、

国が審査を行い、その結果に応じて、製造・輸入、使用などについて必要な規制を行う

ことになっている。 

 化審法の公布時に既に製造・輸入されていた約２万の「既存化学物質」については、

法制定時の国会の付帯決議により、国が安全性の点検を実施するものとされ、その結果

何らかの有害性が判明した化学物質に関しては、その性状に応じて必要な規制が行われ

ている。 

 

2-2 欧州の化学物質に関する規制、法令 

 欧州においては、2001 年に欧州委員会がまとめた EU 白書「今後の化学品管理のた

めの戦略」を受けて、2006 年 12 月に採択された「危険な物質の分類、包装、表示に関

する理事会指令 67/548/EEC（危険物質指令）」に従って、新たな規制が開始されようと

している。 

 欧 州 で は  2007 年 ６ 月 １ 日 に  REACH 規 則 （ Registration, Evaluation, 

Authorization and Restriction of Chemicals：REACH）が発効し、物質登録が 2008

年６月１日から適用される。 

 

2-3 中国の化学物質に関する規制、法令 

 中国では、1978 年に改正された中華人民共和国憲法の第 11 条に「国家が環境と自

然を保護し、汚染およびその他の公害を防止する」とした環境保護条項が盛り込まれ、

環境保護への取り組みが国家の責務の一つであるとされた。その後、1989 年に「環境

保護法」が制定され、それに基づいて「大気汚染防止法」、「水汚染防止法」、「環境騒音

汚染防止法」、「固体廃棄物環境汚染防止法」の四つの汚染防止法が制定された。また、

「クリーン生産促進法」が制定され、企業に対して省資源や資源の有効利用などへの取

り組みを誘導することを目的としている。 
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材料（Materials）に関しては、「危険化学物品登録管理方法」（2002 年 11 月施行）、

「危険化学物品安全管理条例」（2002 年３月施行）、「新規化学物質環境管理弁法」（2003 

年 10 月施行）がある。危険化学物品登録管理方法と危険化学物品安全管理条例は、日

本の PRTR 法（特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する

法律、化管法）に相当するものであり、化学物質の登録と管理に関するものである。新

規化学物質環境管理弁法は、日本の化審法（化学物質の審査及び製造等の規制に関する

法律）に相当するものであり、新化学物質の環境管理を強化し、環境汚染を防止するこ

とを目的としている。 

 

2-4 韓国の化学物質に関する規制、法令 

韓国の法体系は、憲法、法律、政省令からなっており、環境に関しては、環境政策基

本法がある。 

韓国の化学物質管理の歴史は、1963 年の有毒化学物質管理から始まり、1990 年代に

本格的な化学物質管理政策が始まっている。 

 

2-5 米国の化学物質に関する規制、法令 

 米国の化学物質管理は、1976 年に制定された有害物質規正法（Toxic Substances 

Control Act：TSCA）と 1990 年に制定された汚染防止法（The Pollution Prevention 

Act：PPA）によるリスク管理が中心となっている 

TSCA は、有害物質の生産と米国への輸入を規制する法律であり、新規化学物質の登

録制度と既存化学物質のリスク評価制度を２本の柱としている。 

こうした連邦法以外に、米国に特徴的なものとして、州法がある。例えば、カリフォ

ルニア州ではプロポジション 65（Proposition 65：The Safe Drinking Water and Toxic 

Act of 1986）などが制定されている。 

一方、自主的な環境保護精神推進として米国 HPV（High Production Volume）チャ

レンジプログラムが実施されている。米国 HPV チャレンジプログラムは、1998 年に当

時のゴア副大統領が主導し、身近な環境における化学物質のリスクが評価できるように

適切な情報を一般の人々に提供することを目指して、「化学物質についての知る権利に

かかるプログラム（The Chemical Right-to Know Program）の一環として、高生産化

学物質の安全性情報を収集するものである。 

 

2-6 カナダの化学物質に関する規制、法令 
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 カナダの化学物質管理の中心となる法律は、「カナダ環境保護法（CEPA）」であり、

1988 年６月に制定された。その後、国内物質リストを整備し、1994 年７月から新規物

質届出制度が施行された（「カナダ新規物質届出規則（化学品およびポリマー）」、およ

び「新規物質の届出および試験に関するガイドライン」）。 

 1999 年４月にこの法律を大幅に改定した「1999 年カナダ環境保護法（CEPA1999）」

が制定され、2000 年３月から施行されている。 

CEPA では、1994 年以降、カナダで製造されたか、または、他国からカナダへ輸入

された新規化学物質のすべてについての評価を行うことを義務付けている。 

カナダでは、国内物質リスト（DSL）にリストアップされた 22,017 種の既存化学物

質について安全性の精査を行い、有毒性があり残留性又は生物蓄積性がある、または人

への暴露の可能性が最も大きい 3,757 種の化学物質を選び公表した。 

３．成型製品（Article）に対する化学物質に関する規制、法令 

3-1 欧州 RoHS の動向 

RoHSＳ規制は、電気製品による LCA の観点から見た環境へのインパクトを低減する

ことにある。電気製品の設計、使用、廃棄というそれぞれの段階における要求に応える

べく、使用の段階で物質を規制するＲｏＨＳが定められ、使用の段階ではエネルギー効

率の追求に関する EuP が、廃棄の段階ではリサイクルの必要性に関する WEEE が定め

られている。 

RoHS 指令は、WEEE 指令によるリサイクルが容易になるように、また、埋立てや焼

却処分されるときに、ヒトと環境に影響を与えないように電気電子機器に有害物質の非

含有とさせることを目的としており、2007 年 7 月に施行された。RoHS 指令は、EU の

法体系のうちの指令（Directive）によって EU 加盟国の遵守が義務付けられている。 

RoHS 指令では、電気電子製品において使用を制限する物質「特定有害物質」として

表４種類の金属と２種類の臭素系難燃剤を対象としている。2006 年７月１日以降に上

市する製品は、これら６物質群を原則非含有とすることになっている。ただし、それぞ

れの物質には、最大許容濃度が設定されており、この値以下であることが求められてい

る。 

 

3-2 中国版 RoHS の動向 

中国版 RoHS 法と言われる電子情報製品汚染防止管理弁法が、2006 年３月１日に公

布され、2007 年 3 月１日施行された。特定有害化学物質は、RoHS 指令の６物質に、

７番目として「国家が指定するその他の有毒有害物質」が追加されているが、国家指定
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の有毒有害物質のリストは公開されていない。 

最大許容濃度は EU などとの国際整合をとるとのコメントがある。 

適用範囲は、電子情報製品で、「電子情報技術で製造した電子レーダーの製品」や「電

子通信製品」など 10 製品群になっている。 

弁法では、設計要求、生産要求、表示要求や環境保全使用期限の明示などが要求され

ている。対象製品は電子情報製品であるが、その中から重点管理目録が作成される。重

点管理目録の電子情報製品は、EU の CE マーキングに類似した仕組みの CCC（China 

Compulsory Certification）制度が適用される。重点管理目録に登録された品目は、

CCC のマークがないと通関できないことになる。実施時期は弁法第 21 条実施期限で「重

点管理目録の電子情報製品は、産業発展の実情を考慮して、特定有毒有害物質の含有制

限の期日を公布する」となっているので、流動的な部分が多々ある。 

 

3-3 韓国版 RoHS の動向 

 韓国版 RoHS 法と言われる法律は英訳名では、「Act for Resource Recycling of 

Electrical and Electronic Equipment and Vehicles」となっており、６章 46 条で構成

される EU の WEEE 指令、ELV 指令と RoHS 指令を併せた法律になっている。 

 2007 年４月２日に国会が採択され、４月 27 日に公布された。 2007 年 12 月 28 日

に大統領令が公布され、その 3 日後の 12 月 31 日になって施行規則も公布された。 

 

3-4 米国の動向 

 米国では、連邦法としては廃家電のリサイクルに関する法律はないが、州レベルでの

規制が進んでいる。先行しているカリフォルニア州では、2007 年 1 月 1 日から、EU

の RoHS 指令に類似した規制が施行されている。 

 内容は 2003 年に発効した廃電子機器リサイクル法（EWRA2003）、  Health and 

Safety Code 25214.10に基づいて、EUの RoHS指令で規制されている有害重金属（Pb、

Hg、Cd および 6 価 Cr）を規制値以上含有する下記の 8 種類の 4 インチ以上のディス

プレイの販売が禁止される。 

 また、臭素系難燃剤については、2006 年 1 月 1 日から、カリフォルニア州では、0.1wt％

以上の 5 および 8 臭素化 DE の使用が規制されている。ハワイ州、メイン州で、ミシガ

ン州、ミネソタ州、ニューヨーク州、ワシントン州、メリーランド州などでも同様の規

制がされている。さらに、10 臭素化 DE についても規制の検討が開始されている。連

邦ベースでも審議されているが（5 および 8 臭素化 DE の制限、10 臭素化 DE の表示）、
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まだ成立していない。 

 

3-5 その他の国の動向 

 カナダには、電子機器のリサイクルに関する法律はない。現在、廃電子製品の大半は

埋め立て処分されている。こうした状況に対して、業界主導型の廃電子機器リサイクル

活動が検討されており、非営利団体 Electronics Product Stewardship Canada (EPS 

Canada)がその中心となっている。EPS Canada の設立メンバーには、16 の大手電子

機器メーカーが名を連ねている。 

いくつかの州で廃電子機器のリサイクル活動が自主的に行われ始めている。例えば、

ノバスコシア州では、Atlantic Canada Electronics Stewardship が 2007 年 11 月に設

立され、2008 年２月 1 日からコンピューター、モニター、テレビの回収・リサイクル

を開始する。 

ノルウェーでは、 PoHS（ Prohibitiona on Certain Hazardous Substances in 

Consumer Products）という有害化学物質の規正法を 2007 年 12 月 15 日に公布する予

定になっていた。 

 消費者向け製品が対象であり、消費者用に意図した製品または消費者によって使用さ

れると合理的に予想することができる全ての製品が対象となる。ただし、食品、食品包

装材、肥料、医用機器、タバコ、輸送設備などは適用除外となっている。 

対象物質は、18 物質となっている。ビスフェノールを始めとした有機化合物が EU 

RoHS よりも数多く禁止対象物質になっている。REACH の成型製品の高懸念物質との

関係からも注目していく必要がある。 

日本では資源有効利用促進法の政令が 2006 年 3 月 17 日に改正され、4 月 27 日に省

令が改正され、DfE（環境配慮設計）要求と J-Moss（JIS C0950）による表示などが

2006 年 7 月 1 日から施行された。今回の改正で、輸入業者も対象となった。 

DfE の要求は、対象製品ごとの省令で「原材料の工夫」や「構造の工夫」などの具体

的事項が例示されている。DfE は原料製造、加工、使用、廃棄およびリサクルのすべて

を考慮する「ライフサイクルシンキング」を基本としている。サプライヤーを含む電気

電子業界には、調達する部材に含有する化学物質の把握と管理が求められている。 

 

４．RoHS の対応状況 

4-1 国内ヒアリングの結果 

 欧州 RoHS が 2006 年７月 10 日に施行されてから１年以上経過した時点での、国内
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外の企業の対応状況をヒアリング調査した。 

 国内は大手電器メーカー２社、大手電子材料メーカー１社、中堅電子部品メーカー１

社、塗料メーカー１社、表面処理メーカー６社をヒアリング調査した。 

 RoHS 対応のピークは 2004 年から 2006 年ごろであり、２社とも RoHS 対策はほぼ

完了し、中心は REACH 対策に移っている。 

 大手電機メーカーでは、材料・部品のトレーサビリティシステムを構築するとともに、

RoHS 違反が起こったときの想定訓練を実施して、システムの検証を行っている企業が

あった。RoHS では Due Deligence という考え方があり、RoHS 違反の部品などの混入

があっても 48 時間以内に当局に届け出れば罰則がないので、こうしたトレーサビリテ

ィシステムが重要であるという考えである。 

一方、表面処理した部品については、技術的に分析が困難であることから、基本的に

有害物質を含有しない部品を使用するという企業があった。 

海外の規制に関するわかりやすい情報提供を国がしてほしい。特に運用面での情報が

必要であるという意見があった。 

 

4-2 欧米ヒアリングの結果 

欧州では、RoHS 対応については、中小の対応が十分であるかは確かめられなかった

が、大手にとっては十分対応ができているようである。特に、モトローラの鉛フリーハ

ンダの例が紹介され、新たに開発したハンダの性能が従来品よりもよいため、回路を小

さくすることができ、その結果携帯電話を小型化することに成功したといった副次的な

効果があったということであった。 

欧州では、中国 RoHS についても、今後どうなっていくかということに関心が寄せら

れていたが、特に大きな問題というわけではなく、冷静に対処していくというスタンス

であるようである。 

ジョンソン・エンド・ジョンソンは、医療機器の RoHS 対応を始めており、2010 年

には対応を済ませる予定であると発表があった。 

米国では、Eu RoHS よりも、米国内の規制のばらつきの方が関心事のようである。

各州がそれぞれ、少しずつ違った規制を打ち出してきており、しかも、規制を行う州の

数が増えてきている。標準化が最も大きな関心事である。 

また、材料のデータベース化も大きな課題であり、ビジネスが始まっている。米国企

業は、部品調達をグローバルに行っており、これらの管理をどうしたらよいかという質

問が多く出た。 
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4-3 中国ヒアリングの結果 

中国では、2003 年から欧州 WEEE および RoHS と同様のリサイクルと化合物の規制

について政府が検討を始めた。同済大学でも 2005 年からリサイクルの方法論の研究を

始めた。 

中国では、ソニーやフィリップスなどの大手電器メーカーが材料・部品メーカーを指

導して最終製品を作って欧州に輸出しており、RoHS 対応はきちんとなされている。 

中国では、リサイクルの意味が日本や欧米とは異なっている。中国は広く、地域によ

って経済の発展段階に違いがある。例えば、上海などの進んだ地域で使用済みとなった

電気製品は「廃棄物」であるが、これを簡単な修理を行って、内陸部の少し遅れた地域

に持っていくと「廃棄物」ではなく、「製品」となる。 

RoHS の第２ステップがいつ始まるかは、誰にもわからない。カタログの公表時期も

全くわからない。政府が準備を進めていることは確かである。 

 

4-4 韓国ヒアリングの結果 

韓国では 2008 年 1 月から韓国版 WEEE＆RoHS が発効した。ただし、この法律は、

リサイクルの思想が強調されているが、新しいものではなく、それまでにあった法律を

組み合わせたものである。従って、大統領令によって細目が発表されるということはな

く、新たな対応が必要になることはない。実際、韓国の大手電器メーカーである LG や

サムソンは、従来通りの対応を行っている。 

韓国では、LG やサムソンが欧州を始めとする RoHS の対応を行っており、基本の６

物質だけでなく上乗せ基準を作って、材料・部品メーカーに守らせている。許容濃度に

ついても上乗せ基準を作っている。中小の材料・部品メーカーは、特に苦情を言うこと

もなく、大企業の指示に従っている。 

RoHS 規制のような化合物の規制が国際的な流れであり、基本は欧州の６物質である

ことから、韓国では、将来の標準化といった対応はあまり行われていない。大手企業が

自分自身で材料・部品メーカーを指導して個別に対応している。 
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