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序 
 
 我が国製造業の海外展開が加速しています。財務省の国際収支統計によると、製造業の

2006 年海外投資は前年比で 40％近く増え、４兆円を超えました。 
 また、経済産業省の海外事業活動基本調査においても 2005 年度の海外現地法人（製造業）

売上高は 87 兆 4,000 億円、海外生産比率は 16.7％と、いずれも過去最高を更新し、海外事

業拡大の動きは続いています。一方、海外生産の拡大は国内にも好影響を与えており、同

調査では国内販売高も海外販売高に比べて伸びは低いものの、増加傾向にあります。海外

拠点の生産・販売の拡大に応じて、日本から高付加価値の製品・部品の輸出が増加してお

り、国内生産を後押ししています。国内市場が成熟化し、今後は高成長が難しい中、経済

のグローバル化が進展する中での我が国製造業の新たな方向性と言えましょう。 
 我が国機械工業の再浮上の鍵も海外需要の開拓が握っていると言えます。企業が海外事

業を拡大するには、その前提として海外現地情報の収集が不可欠であり、海外情報のニー

ズが高まっています。当会では自ら現地情報を収集することが難しい中小企業などの要望

を受け、海外機械工業に関する情報収集、提供事業を行っています。 
  海外事業展開の重要性が増す中、ＥＵ経済圏の拡大により、ＥＵ地域で事業活動を行う

企業が増加しています。 
本報告書は、㈱東レ経営研究所に委託し、現在、環境配慮という範囲を超えて国際競争

力に影響を与える要因となりつつあるＥＵの環境規制・標準化政策に焦点を当て、EU 環

境規制の概要について整理し、定められた諸規定・規格が我が国機械産業に与える影響、

今後の見通しや課題について考察・整理するなど、我が国機械産業にとって対欧州事業戦

略策定に有用な情報を提供すべく調査を行い、その結果をとりまとめたものです。 
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 20 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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――――― 本調査研究の概要 ―――――  

 

１．調査目的： 

 

 RoHS、ELV、WEEE、そして REACH といったように、ここ数年の間に EU は相次いで企業

活動に対する環境関連法規制を制定している。グローバル化が進んだ今日、EUの環境規

制は他国においても踏襲され、そのままグローバルスタンダードとして機能するケース

が現れている。 

 産業競争力という点でEU諸国と競合する局面の多い我が国や米国の企業にとっては、

これらの環境規制・標準化施策によってうける影響は大きく、EU の環境政策は単に企業

の環境配慮という範囲を超え、国際的な技術競争力に影響する要因になりつつある。 

 こういった認識を踏まえ、本調査ではEUの主要な環境規制の内容を整理すると共に、

そこで定められた規定・規格が我が国の機械産業に与える影響を考察し、今後の見通し

や課題を整理し、我が国機械産業の対欧州事業戦略検討に有用な情報提供を目的に実施

するものである。 

 

 

２．調査研究の主な内容： 

 

  1）EU 環境規制の概要 
  2）EU 環境規制に対する対応動向 
  3）産業政策視点からの考察 
  4）環境政策視点からの考察 

  5）ＥＵ競争力強化策としての環境規制・標準化戦略 
   
 
３．調査方法： 

 

  国内外文献調査 国内外 Web 調査  国内関連機関訪問面接ヒアリング調査  

  （主要参考文献・参考サイト等は巻末に記載）Web 

 

４．調査期間： 

 

  平成２０年１月１５日 ～ 平成２０年３月３１日
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Ⅰ章．EU 環境規制の概要  
 
本章では、EU の環境規制の中で特に産業競争力への影響が大きいと考えられる最近の 4

つの規制として以下の 4 つの法規制を中心にしてその目的や特徴、内容等について整理を

行っている。 
 
①ELV 指令 Directive of End-of-Life Vehicles：廃車指令（2000/53/EC） 
②WEEE 指令 Waste electrical and electronic equipment：廃電気電子機器指令（2002
／96／EC） 
③RoHS 指令 Restriction of the Use of certain hazardous substances in electrical and 
electronic equipment：電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令

（2002／95／EC） 
④REACH 規 則  Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals：化学物質の登録・許可（および制限）に関する規則 
 
 
１．EU の組織と法体系 

 
EU の政治制度は、1950 年代に調印されたパリ条約とローマ条約、1990 年代以降に合意

されたマーストリヒト、アムステルダム、ニースなど、一連の条約がその基礎となってい

る。これらの条約の規定に基づき、EU 加盟国はその国家主権の一部を共通の機関に移譲し

ている。共通の機関は、各加盟国の国益だけではなく、EU 全体の利益を代表する。 
条約は、EU の法体系の中で「一次法」と称され、その一次法から派生する膨大な法律が、

EU 市民の日常生活に直接影響を与える「二次法（派生法）」である。二次法は、主として、

規則、指令および勧告で構成され、これらの法律ならびに EU の政策一般は、欧州連合理

事会（閣僚理事会または単に理事会）、欧州議会、欧州委員会の 3 つの主要機関が決定する。 
 
 
１－１．EUの主要機関とその役割 

 

1）欧州理事会（The EUropean Council）：政治レベルの最高協議機関 

 
欧州理事会は、一般的には EU サミットまたは EU 首脳会議と呼ばれることが多く各加

盟国首脳と欧州委員会委員長で構成される。EU 政策の方向性を決める政治レベルの最高協

議機関である。EU 共通の外交安全保障政策の共通戦略を決定する。会合は原則年 4 回開催

され、議長国の首脳が議長を務める。議長国は半年交代の輪番制である。 



2 

2）欧州連合理事会（The Council of the EUropean Union）：決定機関 

 
欧州連合（EU）理事会（閣僚理事会または単に理事会）は、加盟国代表（加盟国閣僚）

と欧州委員会委員で構成される EU の主たる意思決定機関である。 
総務・対外関係理事会、経済・蔵相理事会などの分野ごとに開催され、EU 理事会の議長

国は、欧州理事会同様、加盟国が半年ごとの輪番制で務める。 
EU の活動の 3 領域（共同体活動、外交・安全、司法協力）について、欧州連合条約で規

定された目的達成の任を負う。加盟国の一般経済政策の調整を図るほか、欧州委員会提案

の共通政策の決定については、欧州議会との手続きに添って採択する。 
単一欧州議定書、欧州連合条約の共同体活動に関する加重特定多数決制により EU 理事

会の採決の対象が拡大されたが、321 票中の 232 票が必要なこと、および加盟国人口の 62%
を代表することが条件となる。 
 
3）欧州議会（The EUropean Parliament）：諮問・共同決定機関 

 
諮問的機関から出発して次第に権限を強化し、特定分野の立法における EU 理事会との

共同決定権、新任欧州委員の一括承認権、2/3 の多数で罷免権を持つ。定員は 732 名で各国

を 1 つの選挙区とする 5 年に一度の直接普通選挙によって選出される。 
欧州議会は欧州委員会のプログラムについて表決し、日常的な EU の政策運営を監視す

る。議会と理事会は共同で予算に関する権限を持ち、年次予算を表決してその実施を監視

する。 
単一欧州議定書の協力手続き導入により、立法に関する議会の権限が強化され、立法の

際に欧州議会と EU 理事会の二度にわたる法案の読会が行われる。 
欧州連合条約の共同決定手続き導入により、単一市場、社会政策、経済的･社会的結束、

研究、欧州横断ネットワーク、消費者保護、教育、文化、公衆衛生などの領域において理

事会と対等の立場で権限が強化された。 
 
4）欧州委員会（The EUropean Commission）：行政執行機関 

 
欧州委員会は、EU の主要機関のひとつで、委員の数は 1 国 1 人制で、加盟国との合意お

よび欧州議会の承認に基づき任命され、その任期は 5 年である。欧州委員会は、政治的に

独立した機関として任務を遂行する。そのため、委員も EU 全体の利益のために行動する

ことを義務付けられており、いかなる加盟国政府の意向に左右されてはならない。 
欧州委員会は「基本条約の守護者」として、EU 理事会や欧州議会で採択された規則や指

令が適切に適用され、実施されているかを監視する。また、本委員会 EU 内で唯一、法案

の発議権を持つ機関でもある。欧州委員会は EU 理事会内、あるいは EU 理事会と欧州議
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会の間の合意を促すために、いかなる段階であっても行動を起こすことができる。EU の行

政執行機関としての欧州委員会は、共通農業政策などに関する EU 理事会の決定を実行に

移す。研究、開発援助、地域政策などの EU 共通政策の運営は主として欧州委員会の責任

となっており、欧州委員会はこれらの政策の予算も管理する。欧州委員会を支えているの

は、40 の部局（総局およびその他の部署）からなる官僚機構である。 
 
 
１－２．EU（欧州連合）の主な法体系 

 

1）EU の法体系と手続き 

 
EU の立法は、最初に理念ありきで、先ずあるべき姿・ゴールを掲げ、手段は後から考え

る、と言われる。提案書の形で、現在の姿に対して「あるべき姿」が提案され、実行手段

はその後度重なる修正とロビー活動により立法化される。そのため、提案から成案までに

数年を要し、その間も度々修正が行われる。対して日本の場合は、実行手段を積み上げ、

あるべき姿に到達するため、分かり易い反面、なかなかゴールが見えない。 
 
2）EU の法体系の種類 

 
欧州司法裁判所の審理対象となる、いわゆる「EU 法」には、下記の規則、指令、決定、

勧告、見解の 5 種類がある。 
 
①規則：Regulation (REACH など) 

EU の規則は欧州連合の加盟国の法令を統一するために制定され、加盟国に直接の効力を

持つ。個々の国に効力をもたらすための国内法を必要とせず、すべての国内法に優先する。 
下記の 2 つに区分される。 
1）基本規則：ある事項を統制する本質的なルールを確立し、通常議会によって採択。 
2）執行規則：技術的にこれらの原則を整理し、EC 条約の条約 211 条を基礎にして委員

会と議会によって採択。 
 
②指令：Directive (ELV、WEEE、RoHSなど) 

EU の指令は、含まれている目的がそれぞれの国内法に置き換えられたときにのみ各国に

効力を持つ。 
EU 加盟国によって作成された（相互に束縛される）集団的決定であり、欧州閣僚理事会

と欧州議会においてその国の閣僚により可決する。国内法への置き換えに際し、加盟国に

はある一定の裁量権が与えられているため、すべての加盟国の法令が完全に同一になるわ



4 

けではない。指令は、加盟国に一定の判断権限を与え、緩やかな統合を実現するために適

した法令で（国内法の統一が困難な場合などに制定される）、特に、域内市場の分野におい

て多用される。また指令は、Official Journal（官報）掲載後、3 年以内に国内法に置き換

えられなければならない。新しい国内法の制定、現行の国内法の改正、廃止の手続き後に

拘束力が発揮される。 
指令では、「Member States shall ---」と記述され、規制内容は加盟国の達成するべき結

果を示している。 
指令は、制定後の拘束力が 2 通りある。 
・ 条約第 95 条（理事会調和の措置） 

主な目的が単一市場の達成（条約第 14 条（域内市場感性の措置））目的とする場

合に選択される。条約 95 条が選択された場合は、EU 指令より厳しい国内法は制定

できない。RoHS は、条約第 95 条が選択されている。 
・ 条約第 95 条（活動内容） 

条約第 174 条（環境）の環境保全そのものに問題がある場合に選択される。 
条約 175 条が選択された場合は、EU 指令より厳しい国内法が制定できる。WEEE

は、条約第 175 条が選択されている。 
 
③決定：Decision 

欧州連合の決定は、特定の当事者（加盟国、会社又は個人）を対象にして具体的な行為

の実施あるいは廃止等が直接的に適用する。 
決定の採用のための立法手続きは課題となる事項により、共同決定、賛成、コンサルテ

ーションの 3 つに分類される。 
 
④勧告：Recommendation 

EU の勧告は加盟国、企業、個人等に一定の行為の実施を期待することを欧州委員会が表

明するものであり、拘束力はない。 
単に義務的な力の欠如において指令と異なるだけで、加盟国の立法の準備を目的とする

間接的な法律文書である。 
 
⑤見解：Opinion 

特定のテーマについて欧州委員会の意思を表明したもので、拘束力はない。 



5 

EU の法体系 

法令名 相当する国内法 対象者 法的拘束力 直接的効力 
規制 一般の法令 加盟国・私人 すべての点において有 有 

指令 一般的になし 加盟国 その目的に関してのみ有 

加盟国が置き換えを

怠っており規程が無

条件かつ的確に定め

られている場合は有 

決定 行政規則 
主として私人、加盟国 
(通常対象者を限定して

発せられる) 
対象者に対してのみ有 有 

勧告 
見解 行政措置 加盟国、私人 なし なし 

出典：（財）日本電気制御機器工業会（制電 Vol.32 ― 6 October 2006） 
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２．EU 環境政策の枠組み 

 

２－１．EU環境政策の目的と原則 

 
EU の環境規制の基礎的概念に「予防」がある。WEEE 指令では、第 1 条の目的は「最

優先として WEEE の予防」となっており、RoHS 指令では、第 4 条の特定有害物質の制限

のタイトルが予防である。「予防」の概念は日本と異なる文化や価値観が背景にあり、EC
の環境政策は下記の目的と原則に基づいている。この予防の概念を知ることが、EU におけ

る環境政策の理解につながる。 
 
1）EC の環境政策の目的（EC条約第 174 条第 1項） 

 
・ 環境の保全、保護、改善 
・ 人間の健康の保護 
・ 天然資源の慎重かつ合理的使用 
・ 地域または世界環境問題に関する国際的取組みの促進 
 
2）EC の環境政策の原則（EC条約第 174 条第 2項第 2文） 

 
・ 環境破壊を事前に予防すること（予防・防止原則） 
・ 環境破壊は、まず、発生源において取り除かれるべきであること 
・ その費用は汚染者（汚染国）が負担すべきであること 
 

「予防原則（precautionary principle）」は、環境と人々の健康への影響が特に懸念され

る場合に科学的な合意形成を待たずに対策を施すことであり、「未然防止行動の原則

（principle of preventive action）」環境に与えられるダメージがすでに分かっている場合に，

それを事後に回復するよりも，事前に防止する行動をとることを表す。 
 
 
２－２．EUの化学物質政策 

 
EU の化学物質規制の発端は、1992 年にブラジルのリオデジャネイロで開催された「環

境と開発に関する国連会議(地球サミット)」である。地球サミットでは、成果として「環境

と開発に関するリオ宣言」と「Agenda21」が採択され、「Agenda21」はリオ宣言に盛り込

まれた諸原則を踏まえ、化学物質管理に関するプログラムが入っている。 
化学物質の環境上の適正な管理は「Agenda21」第 19 章に「有害かつ危険な製品の不法
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な国際取引の防止を含む有害化学物質の環境上適正な管理」として有害・危険化学物質に

対するさまざまな国際的な取組課題（以下）が記載されている。 
 

・ 化学物質のリスクの国際的評価の拡充と促進 
・ 化学物質の分類と表示の調和 
・ 有害化学物質および化学物質のリスクに関する情報交換 
・ リスク削減プログラムの策定 
・ 各国の化学物質管理能力の強化 
・ 有害製品および危険な製品の不法な国際取引の防止 
・ 国際協力の強化 
 

EU では予防原則（precautionary principle）に基づき、広範な環境問題への取組みを「環

境行動計画」として策定し、現在は、2001 年～2010 年の 10 年間にわたる「第 6 次環境行

動計画」が実施中である（後述）。 
環境行動計画のコンセプトは、循環型社会形成へ向けて設計段階から環境配慮を行い、

製品ライフサイクルにおけるリユース、リサイクルを助長するために有害・危険化学物質

の使用をできるだけ制限し、環境中への放出や最終廃棄段階でのクリーン化を図ることに

ある。 
上記の観点から、これまでに行われてきた製品などへの有害・危険化学物質の含有規制

に対する法令には（規制、指令など）には後述するようなものがある。 
「Agenda21」は、10 年後の 2002 年に実施されたフォローアップ会議（WSSD）で 2020

年までに完了させることが決議されており、EU では化学物質の登録、評価、認定制度

（REACH 規制）の整備を急ぎ、2020 年までに目標を達成するとした。 
 

 
２－３．環境行動計画 

 

1）環境行動計画とは 

 
EU は 1970 年代から、環境政策の主要な優先事項と目的を「環境行動計画」として示し

てきている。 
環境行動計画は、EU の環境法の基本大網となるもので、1977 年、1982 年、1986 年、

1992 年、2002 年と実施されてきた（現在は第 6 次環境行動計画）。 
特に第 5 次環境行動計画の策定では、それまでの環境政策の見直しが行われ、政策転換

が行われた。これは、第 4 次まで環境行動計画が実施されてきたにもかかわらず、環境の

改善は見られず、むしろ悪化する傾向が見られたほか、環境政策の立案、意思決定の土台
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となる環境データの把握に不備が認められたからである。 
また、それまでの施策では経済成長に伴う経済活動の活発化による環境への負荷に対応

できず、温室効果ガスの排出によるオゾン層の破壊とそれに伴う気候変動のようなグロー

バルな問題に対処するには、欧州だけの取り組みではなく、国際レベルで協調していくこ

とが必要となったことも背景にある。 
 
そのため第 5 次環境行動計画では、環境汚染を改善するという政策から、環境汚染を防

止する政策へ転換を図るほか、環境保全と経済上、社会上の発展の調和を図るため、政治・

経済レベルでの意思決定の調整のほか、環境政策への市民の参加を積極的に求める政策を

打ち出した。これは同時に、環境保全と経済成長を両立させる持続可能な発展の概念に通

じるもので、製造業、エネルギー、交通、農業、環境の分野で持続可能な発展を実現する

ために生産や消費パターンの転換を目的として、一般市民を含めて全ての分野が持続可能

な発展のための責任を分担することが提唱された。 
 
2）第 6次環境行動計画の概要 

 
現在の「第 6 次環境行動計画（The Sixth Environmental Action Programme of the 

EUropean Community）」は欧州委員会によって 2001 年 2 月に提案されたものであるが、

その後、欧州議会環境委員会が大幅な修正を加えるなど調整が難航した。本来であれば 2001
年以降が対象であったが、様々な要因で手続きが遅れ、発効は翌 2002 年 9 月となったが

2002 年 7 月 22 日に遡って 2012 年までの 10 年間を対象とすることとなった。 
優先分野に、「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」の 4 つをあげたうえで、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」であ

る。 
 
4 つの優先分野 

①気候変動 

今後 10 年間とそれ以降に残された課題の 1 つとして気候変動を特に重視し、大気中の温

室効果ガスの濃度を気候体系に危険な人的妨害を防ぐよう一定水準に安定させるという長

期的目標に貢献する。従って、気温上昇を工業化前の水準から最高でも 2℃にとどめ、二酸

化炭素（CO2）濃度を 550ppm 以下とする長期的目標が、第 6 次環境行動計画のプログラ

ムの方向性を決めるものとなる。これは、さらに長期的には、気候変動に関する政府間パ

ネル（Intergovernmental Panel on Climate Change／IPPC）が特定したように、温室効

果ガスの排出を 1990 年の水準に比べ世界で 70％削減することが必要になると考えられる。 
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②自然と生物多様性 

EU レベルおよび世界レベルで、砂漠化と（遺伝的資源の多様性も含めた）生物多様性の

損失を食い止めることを目的とし、自然体系、自然生息地、野生動植物の機能を、保護、

保全、回復、開発する。 
③環境と健康および生活の質 

汚染の水準が人の健康と環境に有害な効果を及ぼさないような環境を提供することによ

って、また、持続可能な都市開発を奨励することによって、高い質の市民生活と社会的健

全性に貢献する。 
④天然資源と廃棄物 

資源利用と廃棄物産出を経済成長率から切り離し、また、再生可能・非再生可能資源の

消費が環境収容力を超えないようにすることを目指すことによって、より持続が可能な生

産・消費パターンをもたらすような、より良い資源効率と資源・廃棄物管理。 
 
これらの優先分野で改善をもたらすための単一の解決策というものはなく、欧州委員会

は目標を満たすためのルートとして以下のような 4 点を打ち出した。 
・ 環境関連法を確実に実行・施行する 
・ EU の他分野の政策に環境への配慮を組み込む 
・ 多様なツールを混合して活用する 
・ 環境問題と問題解決に向けた共同作業に関し、より良い、そしてよりアクセスしやすい

情報の提供を通して、企業から消費者、NGO まで、あらゆるプレーヤーの参加を促す 
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３．ELV 指令 

 

３－１．ELV指令の背景と特徴 

 

1）ELV 指令の背景 

 
欧州の「ELV」は、“End-of-Life Vehicle”の略称で、使用済み車両、あるいは廃車を意味

する。新車は平均 12～13 年使用されて廃車となる。日本の場合、廃車の数は年間 500 万台

程度であり、そのうち 400 万台がリサイクルされ、残りの 100 万台はアジア・ロシアなど

に中古車として輸出される。欧州では年間 900 万台から 1,000 万台廃車があるといわれて

いる。 
2000 年 10 月に発効された「廃車（End-of-life Vehicles／ELV）指令」（2000/53/EC）は

自動車メーカーに廃車の解体と廃車部品や素材の再利用・リサイクルおよび、コスト負担、

回収ネットワークの構築などを指示、義務付けるものである。 
同指令の優先的目標は可能な限り廃棄物を出さないことにあり、この中ではリサイクル

率の目標（2006 年 1 月までに 80％、2015 年 1 月までに 85％など）やリサイクルコストの

メーカー負担などが定められた他、2003 年 7 月 1 日以降販売する新車については鉛・六価

クロム・カドミウム・水銀の 4 物質に関してその使用が原則禁止された。同時にこれら成

分を含む廃部品の埋め立ても一部例外を除いて禁止された。 
ELV 指令は、2000 年 10 月に発効し、2002 年 4 月までに各国が国内で法制化することを

義務付けが、その期日までに実施できた国はなかった。現在では、EU 加盟国すべてで国内

法化されている。 
 

2）ELV 指令の特徴 

 
ELV 指令の特徴は、下記の 5 つに整理することができる。 
 
・ 有害 4 物質を 2003 年 7 月から禁止 
・ 廃車から取除く部品などを指定 
・ 目標リサイクル率の達成を求める（リサイクル率およびリサイクル可能率） 
・ ELV の回収・処理システムの確立 
・ ELV の無償引取りのための措置 

 
発ガン性が指摘されている鉛、水銀、六価クロム、カドミウムの 4 物質の新車への使用

を 2003 年 7 月から原則禁止している（適用除外項目あり）。 
また、廃車処理の過程で、シュレッダー処理にかける前に取り除く部品を定め、目標リ
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サイクル率を定めている。達成率は 2006 年から 85％以上、2015 年からは 95％以上として

いる。 
また、回収・処理システムの確立が加盟各国に求められ、さらにメーカーが基本的には

ELV を無償で引き取らなければならないことなどが、大きな特徴である。 
廃車の保管および処理についても、関連指令（75/442/EEC）に沿って厳格な管理が求め

られる。環境に有害な部品を除去し、廃車を解体した上で、再利用、回収、リサイクリン

グが実行されなくてはならない。その際には、バッテリー、タイヤ、オイルなど再利用や

リサイクルが可能な部品が優先されることになる。 
欧州委員会によると、現在、廃棄処分となる車両の 75％（金属部分）がリサイクルされ

ているとしている。 
 

３－２．ELV指令の概要 

 

1）主要条文のポイント 

 
①目的（第 1条） 

・ 車両からの廃棄物の発生の防止 
・ 廃棄物の処分を低減するために ELV とその構成部品の再使用、再利用、再生の推進 
・ 車両のライフサイクルに関与する事業者、特に廃車処理業者の環境保護を推進 

ELV 指令は、車両からの廃棄物の発生の防止が最優先である。 
 

②適用範囲（第 3条） 

・ 車両と ELV を、その構成部品と材料を含めて対象 
車両、ELV の使用状況、整備状況、構成部品の整備の有無、補修・交換部品に関わらず

指令の適用対象となる。 
 

③防止（第 4条） 

・ 廃棄物の防止を推進するための促進策を講じる 
・ 2003 年 7 月 1 日以後に市場投入される車両の材料および構成部品が、特定条件に適合

する場合を除き、鉛、水銀、カドミウム、および六価クロムを含有しない（ANNEXⅡ

の記載する事例、適合する条件を除く） 
「予防」の観点から、車両メーカーが、材料および部品メーカーと連携し、有害物質を

環境に放出することを防止、有害物質の車両への使用を制限している。対象となる 4 物質

の有害性は、次の表に示した。 
また、解体・再利用が容易であるよう、再利用材料の量を増やすことがあげられている。 
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 対象物質の有害性 

物質名 有害性 主な用途 

鉛 神経や造血器に影響を与える 

子どもの知能の発達などに悪影響がある 

はんだ、塗料 

水銀 生殖機能に影響を及ぼす 水銀灯、顔料、乾電池 

六価クロム 消化器、呼吸器から吸収されて浮腫、潰瘍や皮膚へ

の影響を生じさせる／発がん物質 
酸化剤、めっき 

カドミウム 肝臓・腎臓障害、骨軟化症原因物質 

吸引による肺がん物質 

塗料、インキ 

出典：図解よく分かる WEEE＆RoHS 指令を参考に加筆 

 
4 物質の閾値は、次の表のようになっている。 
 

 特定化学物質および閾値（含有限界値） 

閾値（含有限界値）wt% 物質名 

ELV 指令 RoHS 指令 

鉛・六価クロム・水銀 0.1 0.1 

カドミウム 0.01 0.01 

PBB(ﾎﾟﾘ臭化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ) - 0.1 

PBDE(ﾎﾟﾘ臭化ｼﾞﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ) - 0.1 

 
ELV 指令や RoHS 指令などの EU 環境規制の特徴の一つが適用除外項目の存在である。

適用除外項目は、有効な代替物質が存在しない用途に限って規制の適用が免除されるもの

で、随時追加・見直しなどが行われる。 
ELV 指令の ANNEXⅡに記載されている 4 物質の適応除外項目は次頁に掲げる表のとお

りであるが、この表では 2005 年 7 に追加された項目も含めて整理している。
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ANNEXⅡ 免除される材料および構成部品（2005 年 7 月 1 日決定） 

材料と部品 具体例 免除の範囲と有効期限 

1 機械加工目的の鋼と亜鉛めっき鋼（鉛℃0.35wt%） 鉛快削鋼（ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ、

ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝｱｰﾑ等）  

a)機械加工用のアルミニウム（鉛℃1.5wt%）  2008.7.1 
2 

b)機械加工用のアルミニウム（鉛℃0.4wt%）   

3 銅合金（鉛℃4wt%） パイプ継ぎ手  

合
金
元
素
と
し
て
の
鉛 4 ベアリングシェル／軸受 エンジン、ＡＴ用軸受 2008.7.1 

5 バッテリー   

6 制振装置（ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝﾀﾞﾝﾊﾟ） ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ制振鉛ｳｪｲﾄ要  

a)液体ハンドリング・パワートレーン用エラストマーの加硫材と

安定剤(鉛℃0.5wt%)* 
 2006.7.1 

7 
b)液体ハンドリング・パワートレーン用エラストマーの接着剤(鉛

℃0.5wt%)* 
  

8 電子基板及びその他の電気部品のはんだ   

9 ブレーキライニングの摩擦剤に含まれる銅（鉛℃0.4wt%）*  2007.7.1 

10 バルブシート  
2003 年 7 月 1 日以前

に開発されたエンジン

型式：2007.7.1 

11 ｶﾞﾗｽ/ｾﾗﾐｯｸ基材に鉛を含有する電気部品 PZT（ｲﾝｼﾞｪｸﾀ、超音波

ﾓｰﾀｰ、ﾌﾞｻﾞｰ等）  

鉛
、
部
品
中
の
鉛
化
合
物 

12 起爆剤*  
2006 年 7 月 1 日以前

の型式認証車と交換起

爆剤 
a)防錆コーティング  2007.7.1 

13 
b)ﾎﾞﾙﾄとﾅｯﾄによるシャシー組立てのための防錆コーティング*  2008.7.1 

六
価
ク
ロ
ム 14 キャラバン車の（吸着）冷蔵庫要   

水
銀 15 ﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞﾗﾝﾌﾟ、ｲﾝﾊﾟﾈﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 

ﾅﾋﾞ液晶ﾒｰﾀｰ、ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮ

ﾝﾒｰﾀ、ﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞﾍｯﾄﾞﾗﾝ

ﾌﾟ、室内蛍光灯 
 

16 厚膜ペースト 電気電子部品（IC ﾁｯﾌﾟ） 2006.7.1 

17 電気自動車のバッテリー* Ni-Cd バッテリー 

2008 年 12 月 31 日以

降のNi-Cdﾊﾞｯﾃﾘｰの上

市はこの期限前に上市

された車両向けの交換

部品としてのみ許可さ

れる 

カ
ド
ミ
ウ
ム 

18 運転支援ｼｽﾃﾑ用途のガラスマトリックスに含まれる光学部品*  2007.7.1 

出典：経済産業省 産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会自動車リサイクル WG 中央環境

審議会廃棄物・リサイクル部会自動車リサイクル専門委員会 第 5 回合同会議での (社)日本自動車工業会

02 年 11 月 22 日（2002 年 6 月 29 日決定資料）の訳を元に、2005 年 7 月 1 日に追加された項目（*印）

を追加している。追加項目については東レ経営研究所の仮訳。
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④回収（第 5 条） 
・ 技術的に実行可能なかぎり、ELV と、乗用車を修理した際に取り外し使用済部品を回収

するためのシステムを設けること 
・ 2002 年 7 月 1 日以降に市場投入された車両、および 2007 年 1 月以降のすべての車両に

ついて、最終所有者の負担なしで認定処理施設への引渡しが行われること 
 
⑤処理（第 6 条） 
・ ELV が、健康と環境に関する国内規則を侵害することなく保管され、処理されること 
・ 処理施設は所管官庁の許可取得または登録を義務づけること 
・ リサイクル促進のための部品の取り外し 

 
⑥再使用と再生1（第 7 条） 
・ 再使用に適した構成部品の再使用、ならびに再使用できない構成部品については、環境

面で実行可能であれば再利用を優先とした再生を、車両の安全性に関する要件と排気ガ

ス規制、騒音規制のような環境要件を侵害 
・ 2006 年 1 月 1 日までに、再使用と再生（リカバリー）を、年間の車両あたり平均重量

で最低 85%、再使用と再利用（リサイクル）を最低 80%まで向上するものとする（1980
年 1 月 1 日以前に生産された車両では、再使用と再生については 75%を下回らず、再使

用と再利用については 70%を下回ってはならない） 
・ 2015 年 1 月 1 日以前に、再使用と再生を、年間の車両あたり平均重量で最低 95%、再

使用と再利用は、年間の車両あたり平均重量で最低 85%まで向上するものとする 
・ EU の車両形式認証指令の修正後 3 年目までに再使用と再生可能率を、年間の車両あた

り平均重量で最低 95%、再使用と再利用可能率は、年間の車両あたり平均重量で最低

85%まで向上するものとする 
 
 リカバリー・リサイクル率 目標設定 

 2006 年～ 2015 年～ 
リカバリー率 85％ 95％ 
リサイクル率 80％ 85％ 

 
 リカバリー・リサイクル可能率 目標設定 

 2006 年～ 
リカバリー率 95％ 
リサイクル率 85％ 

参考：欧州のリサイクル用語の定義 

                             
1 リカバリーとリサイクルの定義については、次頁の表を参照 
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定義 説明 

予防（Prevention） 材料と物質の量と有害性の提言 

再使用 

(Re-Use) 

継続的使用を含め、当初と同じ目的で

再度使用 

リサイクル 

(Recycling) 

当初または他の目的のために廃材料

を生産工程で再生すること 

再生 

(Recovery) 

エネルギー回収 

(Energy Recovery) 

熱の再生を伴う直接的焼却によるエ

ネルギー回収 

処理(Treatment) 

汚染除去、解体、破砕、

再生または処分の準備

のために施設に引渡し

後のすべての活動およ

び WEEE の再生および

処分のｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 処分(Disposal) 単純な焼却、埋め立て 

出典：図解よく分かる WEEE＆RoHS 指令 

 
⑦報告と情報（第 9 条） 
・ 加盟国は 3 年ごとに本指令の実行について欧州委員会、自動車販売構造の予想される変

化、回収、解体、破砕、再生、再利用業界の構造の変化等を報告 
・ 関連事業者は、加盟国に再生と再利用による処分廃棄物の低減と再生及び再利用率の向

上達成の進捗度について報告 
 
メーカー側は、各車の「リサイクルできる部分が 95％ある」ということを証明しなけれ

ばならない。その方法として、「リサイクル可能率」がある。 
これは将来廃車となる場合を想定して設計上、理論上のリサイクル率を計算する。どの

部品や金属材料がリサイクルできるかを計算した設計上のリサイクル率が 95％ということ

である。一方、「リサイクル実行率」というのは、実際にリサイクルをした結果の数字であ

るが、リサイクル実行率を 95％にするということは、廃車の車両重量の 5％未満しかゴミ

にできないことを意味する。 
 
日本の自動車リサイクル法では 2015 年までの目標として、シュレッダーダストを現状よ

り 70％減らそうとしているが、これは欧州のリサイクル率 95％と計算上ほぼ同等と見なさ

れている。したがって、EU の設定した目標年とリサイクル実行率に関して、EU と日本は

ほぼ同等と理解できる。車両重量で見ても、日本の代表的な車の現状からシュレッダーダ

ストを 70％削減した重さと、EU の代表的な車の 5％程度の重さが、ほぼ同等ということで

ある。 
2015 年の再使用および再利用率 85％最低目標を実現するには、廃車 1 台から生じる非金

属断片 50％をリサイクルし採算が取れる新たな経済市場が必要であるという推算により、

EU 加盟国のほとんどが同目標を達成することは困難であるとの見方が示され、2015 年の

同 85％最低目標を 2006 年レベルの 80％に凍結すべきであるとの提言がされている。 
一方、再使用および（再使用に適さない部品の）再生率 95％という最低目標については
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現実的に妥当な達成可能な範囲であるとしている。 
禁止対象となっている 4 物質の枠組みを RoHS と同じ 6 物質に拡大するといったような

見通しについては、現在のところ特に指摘する声はなく、当面 ELV での禁止物質範囲は上

記 4 物質のまま推移する可能性が大きいと考えられる。 
 

2）ELV 指令の国内法整備状況 

 
現在のところ、ELV指令に関するEU各国の国内法化は25の加盟国で既に終了している。 
EU 各加盟国は 2002 年 4 月 21 日までに同指令を国内法として整備することが求められ

ていたが、期限内に実施することができた国は 1 つもなかった。 
初期に ELV 指令を国内法化したのは、スウェーデン（2001 年 7 月発効）、オランダ（2002

年 6 月公布）、ドイツ（2002 年 6 月採択）などで、これらの国は自動車リサイクルに関す

る既存の国内法や回収システムが存在し、概ね ELV 指令に合わせ修正をすることで対応し

た。 
2004 年 5 月に EU 加盟した中・東欧 10 ヵ国でも国内法化を進められ、ハンガリーでは

2005 年 1 月に国内法が発効、ポーランドでは 2004 年 11 月末に下院で採択した。 
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４．WEEE & RoHS 指令 

 

４－１．WEEE＆RoHS指令の背景 

 
WEEE 指令は日本の家電リサイクル法に相当するもので、リサイクルやリユースなどを

定義し、RoHS 指令は鉛などの重金属と臭気系難燃材料といった有害物質の使用を定めてい

る。 
欧州では使用済みで廃棄される電気電子機器（WEEE）が、1 人当り年間平均 20kg 発生

しており、1998 年の発生量は 600 万トンで、また 3～5%の延び率であったことから、2010
年には 2 倍に増大することが問題となっている。また、それら WEEE の多くが埋め立て、

焼却であることから、WEEE が原因の汚染が食物連鎖などで濃縮され「ヒト」、それも次世

代の「ヒト」への影響が懸念されている。そのような背景から、WEEE & RoHS 指令が提

案された。 
 
前述した ELV 指令が、WEEE & RoHS 指令にとって、極めて重要な前例であり、ベース

になっていると考えられる。廃自動車指令が却下されていたとすると、WEEE 指令と RoHS
指令の 2 指令が提案されることはなかったであろうと考えられる。WEEE 指令に関して、

最初の段階では非常に議論があり、批判が強かったが、ELV 指令が採択されたことにより、

WEEE 指令が実現する確率が高くなったといえる。 
WEEE 指令と RoHS 指令は、1 つの法律 WEEE & RoHS 指令として 1998 年 4 月に第 5

次環境行動計画に基づいて提案された。しかし 2000 年 6 月、根拠法の違い（前述、WEEE
の根拠法は EC 条約 175 条、RoHS の根拠法は EC 条約 95 条）から、主な目的が単一市場

の達成を目的とする RoHS 指令と、環境保全そのものに目的がある WEEE とに分割され、

双方とも、2003 年 2 月 13 日に欧州共同体官報に掲載され、発効した。 
廃棄物処理に関する流れは、バッテリー、包装材、廃自動車だけではなく、更にいろい

ろな種類の廃棄物についても分別回収が行われるようになり、あるいは議論の俎上にある。 
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４－２．WEEE 指令 2002／96／EC 

 

1）WEEE 指令の背景 

 
ベルギーやオランダのような小国を除く欧州の多くの国の一般的な廃棄物処理方法は埋

め立てであり、これら WEEE の不法投棄や、適切処分の場合にもその積み重ねにより、土

壌汚染や水質汚濁事件が発生している。 
WEEEの90%は何の前処理もされずに埋め立て又は焼却され、廃棄物埋立地の鉛の40%、

焼却灰の鉛の 50％は WEEE に起因するとさえいわれている。 
WEEE には鉛のほかにクロム、水銀、カドミウムなどの有害物質を含んでおり、汚染濃

度が低くても食物連鎖等で濃縮され、人への健康被害が懸念されることから、一般世帯か

ら排出されるごみへの WEEE の混入防止と不法投棄の回避が重要な課題となっている。 
 
2）WEEE 指令の概要 

 
WEEE 指令は全 19 条からなり、主要な条項の関係について以下に概説する。条項間の関

連は、以下の図のようになっており、ライフサイクル全般にわたる要求となっている。ま

た、その製品のライフサイクルにおける、上市にあたり、RoHS 指令による物質の使用制限

がある。 
 
WEEE 指令の条項関係 

 
出典：図解よくわかる WEEE＆ROHS 指令 

設計生産 使用 廃棄 

分別 

（処理） 
処理 

選別 

特別処理 

再生 埋め立て処分など 

4 条 製品設計 
10 条 情報提供 

5条 分別回収 

2条 定義 

11 条 処理施設への情報提供 

一般廃棄物 

7条 

6条 

Annex Ⅱ 

RoHS 

上市制限 
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EU 環境政策の目的は、環境保全、人の健康保護、天然資源の合理的利用にあり、これら

は「予防原則」、「環境破壊の優先是正の原則」、「汚染者負担の原則」をベースに展開され

る。 
WEEE 指令提案時の第 5 次環境行動計画（現在は第 6 次環境行動計画）では、持続可能

な開発のために、開発、生産、消費の考え方の変革を求めており、特に天然資源の浪費削

減と汚染防止に言及している。これらの要求を統括、具体化する形で WEEE 指令は提案さ

れており、環境に優しい設計と生産を行い、製品使用後には分別、選別、再生、リサイク

ルをすることにより、捨てるものを少なくする、現行の生産、消費、廃棄のライフスタイ

ルを大きく変革しようとする狙いがある。 
WEEE 指令の目的（理念）は、廃電気電子機器の予防であり、生産を規制するのではな

く、埋め立て処分などを少なくするためのリユース、リサイクルを推奨することである。

この循環のフローを確実にまわすために、第 4 条（設計、生産）、第 5 条（分別回収）、第 6
条（処理）や第 7 条（再生）が要求されている。 
このリユース、リサイクルのフローを支援するために第 8 条（生産者費用負担制度）、第

9 条（B to B 製品の費用負担）、第 10 条（消費者への情報公開）や第 11 条（処理施設への

情報提供）などの仕組みがある。 
 
①目的（第 1 条） 

・ 廃電気電子機器の予防 
・ 廃棄物の処分を減らすための再使用、リサイクル、および他の方法による再生をする 
・ 電気電子機器のライフサイクルに関わる主体（生産者、販売者、流通業者、消費者の環

境パフォーマンスの改善 
WEEE 指令は、電気電子機器が廃棄物にならないように予防することが最優先の目的で

あり、廃棄物となった電気電子機器の処理を定める指令ではない。 
単なるリサイクルを目指したものではなく、その点で日本の家電リサイクル法と大きく

異なる。ライフサイクル全般に関わる生産者・販売者・消費者、および WEEE 処理担当者

の環境パフォーマンスの改善である。 
 
②範囲（第 2 条） 

・ 適用電気電子機器は、ANNEXⅠA /ⅠB（次頁）の 10 製品群（交流 1000V、直流 1500V
を超えない定格電圧で使用される製品に適用） 

・ 明確に軍事目的を意図した安全保障、武器、軍事物資および戦争機材関連機器は除外 
次頁に WEEE 指令の適用製品群および製品例を示す。 
日本の家電リサイクル法の対象品目は、エアコン、テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、

電気洗濯機の 5 品目であるが、WEEE 指令の対象品目は極めて広範囲である。 
WEEE 指令は EC 条約 175 条の手続きで採択されたため、国内法制定時には、ANNEX
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の解釈が加盟国の国情に合わせて決定されることとなった。 
 

ANNEX ⅠA/ⅠB WEEE 適用対象および製品例 

分類 対象 製品名 
1 大型家庭用電

気製品 
大型冷凍機、冷蔵庫・食品保存庫、洗濯機・洗濯乾燥機、食器洗い機、調理器、

電気ストーブ、ホットプレート、電子レンジ、その他の大型食品調理器、電熱器、

電気暖房機、その他の大型ルーム加熱機、ベッド、椅子、電動ファン、エアコン、

その他空調機など 

2 小型家庭用電

気製品 
電気掃除機、カーペットクリーナー、その他の掃除機、ミシンなどの裁縫機器、

アイロンなどの衣類機器、トースター、フライヤー、コーヒーマシーン、電気ナ

イフ、整髪機器、ヘアドライヤー、電動歯ブラシ、電動ひげそり、ボディーケア

機器、時計、タイムレコーダー、スケールなど 

3 IT および遠

隔通信機器 
中央データ処理機、メインフレーム、ミニコン、プリンター、パソコン（CPU、

マウス、モニター、キーボード）、ラップトップパソコン（CPU、マウス、モニ

ター、キーボード）、ノートパソコン、ノートパッドパソコン、複写機、タイプ

ライター、電卓、その他収集、保存、加工機器、ファックス、テレックス、電話

機、コードレス電話、携帯電話、応答機器、その他の情報機器など 

4 民生用機器 ラジオ、テレビ、ビデオカメラ、ビデオ、ハイファイ録音機、オーディオアンプ、

電気楽器、その他の録音・映像機器など 

5 照明装置 各種蛍光灯（家庭用照明を除く）、直管蛍光灯、小型蛍光灯、高輝度照明（ナト

リウムランプ、ハロゲンランプ）、低圧ナトリウムランプ、その他のランプ類（フ

ィラメント菅球を除く）など 

6 電動工具 電気ドリル、のこぎり、旋盤、フライス盤、研磨盤、リベット機器、溶接機、は

んだごて、塗装工具、その他の電動工具、芝刈機、その他のガーデン機器など 

7 玩具 電車／カーレッシングセット、携帯ゲーム機器、ゲーム機、各種スポーツ用コン

ピュータ、スロットマシンなど 

8 医療用機器 放射線療法機器、心電図測定器、透析装置、人工呼吸器、試験管診断装置、分析

器、フリーザー、その他の検査・予防・モニター・処置の機器など 

9 監視および 
制御機器 

煙探知機、加熱制御器、サーモスタット、家庭用・実験室用計測機、はかり、監

視用機器など 

10 自動販売機 飲料自動販売機、飲料缶や瓶の自動販売機、固形物自動販売機、現金交換機、そ

の他の自動販売機など 

対象製品（交流 1000V、直流 1500V を超えない定格電圧で使用される製品に適用） 
＊ 明記されていない機器は除外された訳ではない 

医療機器、監視および制御機器については、RoHS 指令適用外 
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③製品設計（第 4 条） 
・ 廃電気電子機器、構成部品材料の解体および再生 
・ 再利用とリサイクルを容易にする設計ならびに生産の奨励 
本次項は、2002 年 11 月 8 日、共同提案で採択された環境配慮設計・生産の要求であり、

根源的な予防を求める EU の政策を具体化したものと考えられる。 
環境配慮設計・生産の要求であるが、この要求に対応した商品であるかどうかの基準が

検討されている。環境関連設計要求指令案として次のものがあった。 
1)EEE 指令案（環境評価要求） 
2)EER 指令案（エネルギー効率要求） 
3)EUE 指令案（CE マーキング要求） 
4)Eup 指令案（設計基準指令） 

等の環境関連設計要求指令案があったが、2003 年 9 月に欧州委員会が提案した「（Energy 
Using Products／Eup）のエコデザインに関する枠組み指令(案)がエネルギー使用製品のエ

コデザイン要求を統合する形で 2005 年 8 月 11 日に発効した。 
WEEE 指令の環境配慮設計の要求は、リサイクルを容易にする設計ならびに生産の奨励

であり、エコデザインは自発的アプローチとして努めることになっていて、EUP 案と直接

的にはリンクしないと判断されている。 
 

参考【Eup 指令】 

輸送機器を除く、エネルギー使用機器を対象とし、上市の前に、CE マークの貼付と適合宣言

が要求される。 
・ 年間販売台数が EU 域内で相当量に上る（目安は 20 万台以上） 
・ 環境に影響があること 
・ 大きなコスト負担を掛けることなく環境に対する影響を改善できること 
℃家電や OA 機器、照明機器、暖房器具などが規制対象 

 
具体的には、下記のような環境プロフィールが要求される。 
・ 対象（原材料取得・製造・包装・輸送・流通・廃棄など） 
・ 評価内容（資源の予想消費、環境への予想排出、予想汚染など） 
・ 環境側面改善のためのパラメーター（重量・容積） 
 
④分別回収（第 5 条） 
一般家庭からの WEEE について 

・ 2005 年 8 月 13 日までに、一般家庭が WEEE を無料で回収できるシステムの設置 
・ 販売業者は、製品を販売するとき、それと同機能の WEEE を無料で引き取る 
・ 2006 年 12 月 31 日までに一般家庭からの分別回収率を 1 人当たり 4kg/年 
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一般家庭以外のユーザーからの WEEE について 
・ 生産者または第三者による回収システムの設置 
例外として、基本構成部品がない物、WEEE 以外の廃棄物を含む物、汚染されている物

（放射性、細菌性等）などは除く。 
2008 年 12 月 31 日までに、前年度販売数量に対する％による新たな目標義務を設定する

ことになっている。一般家庭からの WEEE の分別回収率の達成期限（2006 年 12 月 31 日）

については、以下の国で延長が認められている。 
24 ヵ月：キプロス、チェコ、エストニア、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、ラ

トビア、リトアニア、マルタ、ポーランド、スロバキア 
12 ヵ月：スロベニア 

 
⑤処理（第 6条） 

・ 最適な再生技術、リサイクル技術による処理システムの構築 
・ 個別または共同での構築 
・ すべての液体の除去と ANNEXⅡ（次頁参照）は分離処理 
・ 処理施設と請負業者の技術的要求事項を ANNEX Ⅲ（略）に設定 
加盟国は生産者の委託に基づき、個別または共同により WEEE 処理システムを構築しな

ければならない。 
理事会規則 EEC／259／93 の輸送規則に従えば、加盟各国外、共同体域外処理してもよ

い。 
全ての液体と ANNEXⅡ（ケーブル、電池、プリント基板、その他有害物質含むコンポー

ネント等）は WEEE から分離して専用処理ラインで処理する。 
 
⑥再生（第 7・8条） 

・ 生産者は、2005 年 8 月 13 日までにリサイクルのシステムを構築し、リサイクル資金を

提供 
・  生産者は、2006 年 12 月 31 日までに、回収した WEEE について製品カテゴリごとに

定められた再生率、再使用率およびリサイクル率を達成 
再生率、再使用率およびリサイクルの達成期限については、以下の国で延長が認められ

ている。 
24 ヵ月：キプロス、チェコ、エストニア、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、ラ

トビア、リトアニア、マルタ、ポーランド、スロバキア 
12 ヵ月：スロベニア 
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ANNEX Ⅱ 分離処理（Selective Treatment） 

・ ポリ塩化ビフェニル（PCB）を含むコンデンサ。PCB 類ならびに PCTの処理に関する指令 96/59/EC に

準拠すること 

・ 水銀を含むコンポーネント。スイッチやバックライト用ランプなど 

・ 電池 

・ 携帯電話のプリント基板及び表面積が 10 平方 cm を超えるプリント基板 

・ トナー・カートリッジ。液状か粘着粉末かを問わず、カラー・トナーも含む 

・ 臭素系難燃剤を含むプラスチック 

・ 石綿（アスベスト）廃棄物及び石綿含有物 

・ 陰極線管：蛍光コーティング除去 

・ クロロフルオロカーボン（CFC）、ヒドロクロロフルオロカーボン（HCFC）、ヒドロフルオロカーボン

（HFC）､ヒドロカーボン（HC）：EU 規則による適切な処理 

・ ガス放電型ランプ：水銀の除去 

・ 液晶ディスプレイ（必要であればそのケーシングも含む）のうち、表面積が 100 平方 cm を超えるも

の、ならびにガス放電ランプをバックライトとして使用しているものすべて 

・ 外部電線 

・ 指令 97/69 の定める耐火性セラミック・ファイバーを含むコンポーネント 

・ 放射性物質を含むコンポーネント。ただし、BSS 指令（96/29/EC、第 3 条ならびに付記１）に定める

例外基準未満のものを除く 

・ 電解コンデンサー（25mmφ×25mm 以上） 

 
WEEE 指令で定められたリカバリー率、再利用率、リサイクル率の最低目標 

  製品からの 

最低リカバリー率 

部品・材料・素材の最低

再利用率・ﾘｻｲｸﾙ率 

1 大型家庭用電気製品 80％ 75％ 

2 小型家庭用電気製品 70％ 50% 

3 IT および遠隔通信機器 75％ 65% 

4 民生用機器 75％ 65% 

5 照明装置 

ガス放電ランプ 

70％ 

80% 

50% 

80% 

6 電気工具 70% 50% 

8 医療用機器 2008 年 12 月 31 日までに設定 

9 監視および統制機器 70％ 50% 

10 自動販売機 80% 75% 
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⑦リサイクル費用の負担（第 8・9 条） 
一般家庭からの WEEE について（第 8 条） 

・ 2005 年 8 月 13 日までに、生産者が費用を準備 
・ 2005 年 8 月 13 日以降に「上市（put on the market）」したものについては、生産者は、

自社製品のリサイクル費用を負担。リサイクル費用は、製品価格に含めることが可能（た

だし、価格に上乗せして明示しない）。 
・ 2005 年 8 月 12 日までに「上市」したもの（historical waste）については、生産者は、

コスト発生時における製品のシェアに応じて、リサイクル費用を負担。リサイクル費用

は、移行期間内（指令発効から 8 年間、IA-1 の品目については 10 年間）に、新製品の

販売時に回収可（価格に上乗せして明示可）。 
 
一般家庭以外のユーザーからの WEEE について（第 9 条） 

・ 2005 年 8 月 13 日以降に「上市」したものについては、生産者は、自社製品のリサイク

ル費用を負担 
・ 2005 年 8 月 12 日までに「上市」したもの（historical waste）については、同機能の

製品を販売する場合に限り、生産者はリサイクル費用を負担。それ以外の場合は、一般

家庭以外のユーザーがリサイクル費用を負担。 
・ 生産者と一般家庭以外のユーザーとの間で、リサイクル費用の負担について契約を締結

可能。 
このように、リサイクル費用については、WEEE の種類、「上市」の時期などにより、

費用の負担者や回収方法が異なる。 
 
⑧ユーザーへの情報（第 10 条） 
一般家庭の電気電子機器ユーザーへの下記情報提供の義務 

・ 廃電気電子機器は都市ごみと分別回収の要求 
・ ユーザーが利用できる返却と回収システム 
・ 電気電子機器に含有する有害物質による環境および人の健康に及ぼす潜在的影響（対象

物質は 67／548／EEC の特定物質が基本。今後 REACH 規制との関連で、国内法の中

で明確にされる必要あり） 
・ 下記に掲げるシンボルマーク：2005 年 8 月 13 日以降に上市された全ての製品は、自治

体ごみと区別するため、こま付のごみ容器に×印のついたマークを貼らなければならな

い。このロゴを使用して分別回収が進められる。 
 



25 

 
電気・電子機器のシンボルマーク 

 
⑨処理施設への情報（第 11 条） 
生産者は、適正処理のため、再使用センター、処理施設、リサイクル施設等で必要とさ

れる情報を上市後 1 年以内に提供しなければならない。 
・ 電気電子機器に含有される危険物質、調剤の場所、構成部品、材料の特定 
・ 酸化性、引火性、可燃性、毒性、有害性、腐食性、炎症性等、67／548／EEC に基づい

た告知（67／548／EEC：危険物質の分類、包装､表示に関する法律、規則、行政規定

の近似化に係る理事会指令） 
 
⑩情報および報告（第 12 条） 

・ 生産者の登録名簿の作成 
・ カテゴリ毎に上市、回収、再使用、リサイクルならびに再生された電気電子機器の量お

よび輸出された回収廃棄物の重量または不可能な場合は数量を収集 
 
⑪科学的・技術的進歩への適応（第 13 条） 

・ ANNEXⅠへの追加（特に家庭用照明器具、電球、光電池製品、ソーラーパネル等） 
・ ANNEXⅡ、Ⅲ、Ⅳを科学・技術の進歩に合わせて必要な修正 
・ 欧州委員会は ANNEX 改訂に先立ち生産者、処理業者、環境団体、労働者団体、消費者

と協議 
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４－３．RoHS 指令 2002／95／EC 

 

1）RoHS 指令の背景 

 
EU では廃電気･電子機器の約 90%が前処理を経ずに埋立てや焼却されており、埋め立て

場や焼却場から鉛などによる環境汚染が問題となっている。 
使用禁止物質として 6 物質、鉛、水銀、六価クロム、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェ

ニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)を決めたが、特にカドミウム規制が厳しく、カ

ドミウムの使用は代替品がない場合のみに限定される。 
制定の背景には EU 独自（独特）の価値観がある。例えば、臭素系難燃剤の PBDE は、

防災機能が高く、アメリカでは火災防止のため使用を認めているが、EU ではその生態蓄積

性の高さから規制の対象物質となっている。 
EU で販売されているテレビは、現在ほとんどが難燃剤を含まない樹脂が使用されており、

その結果、ヨーロッパのテレビは従来よりも着火しやすく、テレビからの発火が原因によ

る火災件数も以前よりは増加している。難燃規格の厳しいアメリカのテレビと比較しても

火災の発生件数は 100 倍以上になる。火災によるダイオキシン類の発生に関しては、難燃

化されていないテレビからの燃焼の方が、難燃化したテレビからの発生よりもはるかに多

いという実験結果も報告されており、どちらが正しいかではなく、各国それぞれの価値観

の相違として、考える必要がある。 
RoHS は WEEE と異なり、加盟国の裁量で独自の施策を実施する余地は与えられていな

い。加盟国間での電気電子機器への有害物質使用制限を統一する必要から、2003 年 1 月 27
日に制定、2003 年 2 月 13 日に WEEE と共に官報公布で発効し、2004 年 8 月 13 日までに

加盟国内法への移行が求められた。 
他の 5 物質群は、WEEE 指令が発効しても 100％の回収ではなく、廃電気電子機器のか

なりの部分が既存廃棄物処理ルートに残りつづけるという、リサイクル上の問題として捉

えている。 
 
 
2）RoHS 指令の概要 

 
RoHS 指令は 2006 年 7 月 1 日以降の上市製品に適用され、鉛、水銀、カドミウム、六価

クロム、臭素系難燃剤のポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）

の 6 物質の使用を停止し、代替物質を調達しなければならない。また、リサイクルされた

製品が有害物質で汚染されないために、各種部品は廃棄物から分別される。これには、電

池、ブラウン管、携帯電話用回路基盤、フッ化炭化水素、外部用電気ケーブル、臭素系難

燃剤を含有するプラスチック類などが含まれる。 
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①目的（第 1 条） 
・ 電気電子機器に含まれる有害物質の使用制限 
・ EU 加盟国の法律の近似化 
・ 人の健康の保護および廃電気･電子機器の環境に影響を及ぼさない健全な再生と処分 
電気電子機器に含まれる有害物質の使用制限により、廃電気電子機器が不適切な処分や

経時変化による環境汚染を防止することが目的である。 
 
②範囲（第 2 条） 

RoHS 指令の対象製品は、次のものに適用する。 
・ WEEE 指令 ANNEXⅠA の製品群（P20）から、医療機器（製品群 8）および監視測定

機器（製品群 9）を除く 8 製品群 
・ 電球と家庭用照明器具 

車載廃電気電子機器および廃電池はそれぞれ廃自動車指令、廃電池指令により、RoHS 指

令の対象外である。 
 
③定義（第 3 条） 

電気電子機器は次の定義による。 
・ WEEE 指令 ANNEXⅠA（P20）の製品群に属する電気電子製品 
・ 交流 1000V、直流 1500V 以下の定格電圧で使用する電流、電磁界を発生、伝導、測定

するための機器 
 
④予防（第 4 条） 
2006 年 7 月 1 日以降上市する電気電子機器に対し、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、

PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の 6 物質を非含有とする

（＝最大許容濃度以下）。ただし、ANNEXⅡ（Ｐ29）に示す用途は適用除外。 
 

 RoHS 指令の規制対象物質とその最大許容濃度（および ELV 指令対象物質） 

物質名 最大許容濃度（wt%） ELV 指令 
対象物質 

鉛 0.1（1000pcm） ○ 
水銀 0.1（1000pcm） ○ 
ｶﾄﾞﾐｳﾑ 0.01（100pcm） ○ 
六価クロム 0.1（1000pcm） ○ 
PBB(ﾎﾟﾘ臭化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ) 0.1（1000pcm） ― 
PBDE(ﾎﾟﾘ臭化ｼﾞﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ) 0.1（1000pcm） ― 
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 6 つの有害物質の有害性および用途は以下の通りである。また、Ｐ29 に除外される材料

および構成部品を示す。 
 

有害物質の有害性その用途 

物質名 有害性 主な用途 
鉛 神経や造血器に影響を与える 

子どもの知能の発達などに悪影響がある 
はんだ、塗料 

水銀 生殖機能に影響を及ぼす 水銀灯、顔料、

乾電池 
ｶﾄﾞﾐｳﾑ 肝臓・腎臓障害、骨軟化症原因物質 

吸引による肺がん物質 
塗料、インキ 

六価クロム 消化器、呼吸器から吸収されて浮腫、潰瘍や皮膚

への影響を生じさせる 
発がん物質 

酸化剤、めっき 

PBB 
(ﾎﾟﾘ臭化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ) 

内部記憶の減退、中枢神経症状や子どもの発育不

全などの原因が示唆 
ホルモン撹乱乱物質候補 

難燃剤 

PBDE 
(ﾎﾟﾘ臭化ｼﾞﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ) 

脂溶性が高く生物蓄積性を有し、生物濃縮される 
甲状腺ホルモン系や精子形成などへの影響が示唆 

難燃剤 

出典：図解よく分かる WEEE＆RoHS 指令を参考に加筆 
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ANNEXⅡ 免除される材料および構成部品（2006 年 10 月決定） 

No 項目 対象物質 

1 小型（コンパクト）蛍光灯でランプ１本あたり 5mg を超えない水銀 水銀 

2 

一般目的で使用される直管型蛍光ランプ中の水銀で 

・塩化燐酸物質の場合 10mg を超えないもの 

・通常の耐久性を持つ三基燐酸物質の場合 5mg を超えないもの 

・長期耐久性を持つ三基燐酸物質の場合 8mg を超えないもの 

水銀 

3 特定目的で使用される直管型蛍光ランプ中の水銀 水銀 

4 本附属書で言及されていないランプ中の水銀 水銀 

5 ブラウン管、電子コンポーネント並びに蛍光管のガラスに含まれる鉛 鉛 

6 

合金材としての鉛： 

・鋼材の 0.35wt％までの鉛 

・アルミ材の 0.4wt%までの鉛 

・銅合金中の 4wt%までの鉛 

鉛 

7 

・高融点ハンダの鉛（質量で 85%以上の鉛を含む鉛ベースの合金） 

・サーバー、ストレージおよびストレージ･アレイ・システム、交換、シグナリング、伝送お

よび通信用ネットワーク管理のためのネットワーク･インフラ機器用のハンダに含まれる鉛 

・電子セラミック部品中の鉛（例えば、圧電デバイス） 

鉛 

8 

特定の危険物質および調合剤の販売と使用を制限することを規定した指令 76/769/EEC を修

正する指令 91/338/EEC によって禁止されている利用方法を除いた、電気接点およびカドミウ

ムメッキに含まれるカドミウムとその化合物 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 

9 

吸収型冷蔵庫のカーボンスティール冷却システムの防錆処理における六価クロム 

a. 高分子アプリケーション中のデカ臭化ビフェニール(デカ BDE) 

b. 鉛／青銅ベアリングシェル及びブッシュ中の鉛 

六価ｸﾛﾑ 

デカ BDE 

鉛 

11 コンプライアントピン・コネクタ・システムに使われている鉛 鉛 

12 熱伝導モジュールｃリング用コーティング材としての鉛 鉛 

13 
光学ガラスおよびフィルター・ガラスに含まれる鉛およびカドミウム 鉛 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 

14 
質量で 80%超かつ 85%未満の鉛含有量のあるマイクロプロセッサのピンとパッケージ間の接

続用の 2種を超える元素から成るハンダに含まれる鉛 

鉛 

15 
集積回路「フリップ・チップ」パッケージ内の半導体ダイ（die）とキャリア間の持続可能な

電気接続を完全にするためのハンダに含まれる鉛 

鉛 

16 珪酸塩でコーティングした棒状の白熱ランプ管に含まれる鉛 鉛 

17 
業務用複写機器に使用される高輝度放電（HID）ランプに発光物質として使用しているハロゲ

ン化鉛 

鉛 
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18 

BSP (BaSi2O5:Pb)などの蛍光体を使用する日焼け用ランプおよび、SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb)

などの蛍光体を使用する、ジアゾ複写、リソグラフィー、捕虫器、光化学および硬化処理向

けの特殊ランプ、この放電灯の蛍光粉(質量比 1％以下の鉛)に活性剤として含まれる鉛 

鉛 

19 
超小型省エネランプ(ESL)において、主アマルガムとして PbBiSn-Hg ならびに PbInSn-Hg に特

別に配合された鉛、および補助アマルガムとして PbSn-Hg に特別に配合された鉛 

鉛 

20 
液晶ディスプレイ(LCD)に使用する、平面型蛍光灯の前後の基板を接合する際に使うガラスに

含まれる酸化鉛 

鉛 

21 
ホウ珪酸ガラス上のエナメルに利用されている印刷インキ中の鉛及びカドミウム 鉛 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 

22 
光ファイバー通信システムに使用される RIG(希土類鉄ガーネット)ファラデー回転子中の不

純物としての鉛 

鉛 

23 

0.65mm ピッチ以下の NiFe リードフレームを持つコネクター以外のファインピッチの部品の

仕上げ剤中の鉛、及び 0.65mm ピッチ以下の銅リードフレームを持つコネクター以外のファイ

ンピッチの部品の仕上げ剤中の鉛 

鉛 

24 
機械加工穴あき円盤と平面配置のセラミック製多層コンデンサーの組み立てに用いられるは

んだ中の鉛 

鉛 

25 

プラズマディスプレイ(PDP)及び表面電界ディスプレイ(SED)中の構成要素 (前後の誘電体

層、バス電極、ブラックストライプ、アドレス電極、バリアリブ、印刷によるペースト同様

にフリット・シールおよびフリット・リング)に使用される酸化鉛 

鉛 

26 ブラックライトブルー(BLB)ランプのガラス封管中の酸化鉛 鉛 

27 
ハイパワー(125 dB SPL 以上で、数時間動作させるように、設計された)ラウドスピーカーに

使用されるトランスデューサー用のはんだの鉛合金 

鉛 

28 

WEEE 指令(2002/96/EC 2003 年 1 月 27 日)のカテゴリー3(IT 機器類及び･通信機器類)に該当

する機器の腐食防止及び電磁波障害防止に使用されている無塗装の金属製の薄板金及び留め

具の腐食防止コーティング中の六価クロム：期限 2007-7-1 

鉛 

六価ｸﾛﾑ 

29 
クリスタルガラスに関する法律の近似化指令(69/493/EEC 1969 年 12 月 15 日)の付属書Ⅰの

カテゴリー1、2、3及び 4に定義されるクリスタルガラス中の鉛 

鉛 

出典：社団法人日本電気制御機器工業会ホームページ 

 
ここに掲げたのは 2006年 10月段階での適用除外項目であるが、この後、さらに 23項目、

7 項目の除外申請がなされた。 
この新たな適用除外申請についての検討結果は Adaptation to Scientific and Technical 

Progress under Directive 2002/95/EC (2007.10.22)において次頁に掲げる表の通りに決定

し、追加されている。 
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2007 年 10 月に追加された適用除外項目 

 項目 有効期限 対象物質 

SAVBIT はんだ  鉛 

ホットスポット感知用途で電気掛毛布に使用される鉛 2008.7.1 鉛 

電気毛布、および電気パットの製造に必要なコンポーネント 2008.7.1 鉛 

光ファイバー通信システムに使用される RIG（希土類鉄ガーネット）ファラデー回

転子中の不純物としての鉛 

 鉛 

トリマポテンションメータ（半固定可変抵抗器）の部品に含まれる鉛  鉛 

Table3 

光電子コンポーネントに含まれるカドミウム（制限つき許可）  ｶﾄﾞﾐｳﾑ 

ホウ珪酸ガラス上のエナメルに利用されている印刷インキ中の鉛及びカドミウム

の期間延長 

 鉛 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 

誘導型傾向等の表面に張ったシルバーリングに含まれる鉛  鉛 

プラズマディスプレイ用途の水銀 2010.7.1 水銀 

プロ仕様音響設備に使用されるカドミウムをベースとした光抵抗器 

（代用品の研究、音響製品の設計変更を目的として 2009 年 12 月まで適応除外） 

2009.12 ｶﾄﾞﾐｳﾑ 

高圧ダイオード用ガラス管に含まれる鉛  鉛 

Table4 

酸化ﾍﾞﾘﾘｳﾑ使用基板上の厚膜ペーストに含まれるカドミウムと酸化カドミウム  ｶﾄﾞﾐｳﾑ 

出典：Adaptation to Scientific and Technical Progress under Directive 2002/95/EC (2007.10.22) 
和訳は東レ経営研究所の仮訳 
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⑤科学的・技術的進歩の採用（第 5 条） 
・ 特定有害物質の最大許容濃度の設定 
・ 特定有害物質の除外要件 
科学技術の発達に合わせて、電気電子機器に含まれる規制対象物質の最大許容濃度や除

外要件を必要に応じて設定するとしている。また、代替物質がまだ開発されていないもの

については例外措置が認められている。（対象物質などの例外措置は 4 年ごとに見直しが行

われる。） 
 
⑥見直し（第 6 条） 

・ 2005 年 2 月 13 日までに新たな科学的証拠を考慮して RoHS 規定の見直す 
・ WEEE 指令 ANNEXⅠA の製品群における医療機器（製品群 8）および監視測定機器（製

品群 9）を対象範囲に含める提案 
・ 特定有害物質リストの必要性を判断し提案 
・ 6 物質以外の他の有害物質の代替可能性の検討 
・ 特定有害物質拡大に向けた提案 

ANNEXⅠAで範囲外の医療用機器（製品群 8）、監視測定機器（製品群 9）の提案はまだ

であるが、恒久的な除外ではなく、いずれしかるべき段階で提案されることになっている。

また、将来的に有害物質の化合物リストの作成、特定有害物質の追加の見直し等も織り込

まれている。この条項の主体は欧州委員会であるが、欧州議会、理事会へ提案を行う形で

行われ、3 者共同の議決を求める歯止めがかかっている。ANNEX の用途見直し等は TAC
の答申で欧州委員会が決定できるが、有害物質の追加等は欧州議会、理事会の採択が必要

で、簡単な手続きでは修正されない。 
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４－４．WEEE ＆ RoHS 指令の国内法転換状況 

 
WEEE＆RoHS 指令の法制化については、加盟国は指令発令（2003 年 2 月 13 日）から

18 ヶ月以内となる 2004 年 8 月 13 日までに完了することが求められていたが、期限までに

完了した国は殆どなかった。 
 

1）WEEE 指令の国内法化 

 
WEEE 指令施行開始日の 2005 年 8 月 13 日時点で、イギリス、フランス、マルタ、ポー

ランドが WEEE 指令の国内法令の整備が未完了という状況であった。WEEE 指令が明記

している国内法制化の期限（2004 年 8 月 13 日）までに公布にこぎつけたのは、ギリシャ

のほか、オランダ、エストニアやフィンランドなど数ヶ国であった。 
EU 各国には、WEEE 指令に基づく国内法以前に、電気・電子機器関連の法案があり、

その調整などに時間を要した国もあった。 
 
スウェーデンでは、WEEE の回収とリサイクルに関して、2000 年 4 月 6 日に議会で採択

された「電気・電子機器の製造者責任に関する法令（Ordinance on Producer Responsibility 
for Electrical and Electronic Products/SFS2000:208）」が、2001 年 7 月 1 日より施行され

ている。WEEE 指令に基づく国内法の整備は、期限を 1 年過ぎた 2005 年 8 月 13 日の発効

であったが、2003 年に約 8 万トンの WEEE を回収・リサイクルしており、これは国民 1
人当たりに換算すると 9 キログラムにのぼる。従って、WEEE 指令の規定をはるかに上回

る実績をすでに上げていた（WEEE 指令では、2006 年 12 月 31 日までに少なくとも年間 1
人当たり 4 キログラムの廃品回収を達成することを各国に義務付けている）。 

 
また、イギリスにおいては、国内法の全面施行が 2007 年 7 月ようやく始まった。WEEE

義務は、2006 年 1 月より発生していたが、国内法の整備が遅れていた。 
WEEE 指令により、ほとんどの EU 主要国で、2004～05 年に各国内法が整備・施行さ

れてきた。主要国の中では英国だけが同指令の国内法整備化期限（2005 年 8 月 13 日）か

ら約 2 年遅れていたが、今回、国内法の全面施行にようやくこぎ着けた。 
現在のところ、WEEE 指令における国内法はマルタ以外2の 24 ヶ国ですでに発行してい

る。 
一方で、下記にあるようにイタリアでは、2005 年 8 月 13 日に国内法が発効されたにも

関わらず、実質的な整備が進んでおらず、2008 年ようやく実施されるといったように、国

による法整備のズレは大きく、また、当初の期限より大きく遅れることも珍しくない。 
 
                             
2 マルタの現状は不明（各種法整備中） 
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2）RoHS 指令の国内法化 

 
RoHS 指令の国内法移行については、現在、全加盟国が法整備を終えているようである。 
最も遅れていたのはフランスとイギリスであるが、フランスは 2005 年 7 月に WEEE 及

び RoHS を国内法に移行する法令（Decree No.2005-829）を採択しており、イギリスは 2005
年 10 月に RoHS 指令履行のための規則（Statutory Instrument 2005 No.2748）を議会へ

提出して、2006 年 7 月 1 日付け施行となっている。 
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５．REACH 規則 

 

５－１．REACH 規則の背景と目的 

 

1）REACH 規則の背景 

 
化学物質の評価に関して EU では、新規化学物質に対する有害性評価を行う「危険物

質の分類・包装、表示に関する指令 67/548/EEC」と、既存化学物質に対する評価を行う「既

存化学物質の評価と管理に関する規則 793/93/EEC」の二つが存在する。3 
新規化学物質については、EU 指令 67/548/EEC に基づき、製造・輸入業者が行った安全

性評価を基に行政が審査を行い、全ての物質の安全性を確認している。 
一方、約 3 万種類が市場に流通しているとされている既存化学物質については、優先 141

物質を指定し、行政が安全性評価を行い規制等の措置をとっているが、行政側が規制措置

の妥当性を業者に対し証明する必要があることや、他の EU 加盟国との調整に時間を要す

ことなどから、ごく僅かな数の物質についてしか安全性評価が実施されていない。たとえ

リスクが認識されても、それを規制するまでには長い時間を要しているのが現状である。 
1981 年 9 月より前に市場投入された既存化学物質がおよそ 10 万種であるのに対し、そ

の後の 20 年間で開発された 2 万種類余である。しかしその 2 万種類余に対し、上市された

物質は 2,700 種類程度であり、しかもうち 70％は危険と見なされるものであった。 
つまり、非常に多くの化学物質に関して十分な安全性評価もされないまま使用が認可さ

れており、人や環境に対するリスクが十分に認識されていないのが現状である。有害性の

有無が分からない化学物質が、現在製造・販売・使用されていることになる。もしも有害

物質であった場合にそれによる汚染の進行や、また、新規代替物質の開発や技術革新にも

遅れをとることが懸念された。 
EU の化学物質規制において、化学物質の安全性証明は製造者ではなく行政によって行わ

れていた。それが、責任・義務・負担の分配構造に偏りを生み、また評価や規制に時間が

かかる要因でもあった。 
 
既存化学物質についての安全性評価が進まないという問題点等を克服するため、2001 年

2 月、欧州委員会は「今後の化学物質政策の戦略白書」を発表し、工業用化学物質の審査お

よび規制の仕組みを大幅に見直し、リスク評価・管理を強化する方針を発表、新たな化学

物質規制として、REACH（Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals）規則

案の導入を提案した。 
REACH 規則は既存物質も新規物質も区別することなく、化学物質の有害性評価、リスク

                             
3 EU では、1981 年 9月 18 日を基点に、それまでに市場に投入された化学物質を既存化学物

質、それ以降に開発された化学物質を新規化学物質として分類されている。 
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評価を行い、人間の健康と環境を化学物質の危険から保護すること、また、それによる EU
化学産業の競争力強化を目的としている。 
なお、REACH 規則は 2007 年 6 月 1 日に施行され、また、ヘルシンキ（フィンランド）

を本拠地とした欧州化学品庁（European Chemicals Agency)も活動を開始し、2008 年 6
月 1 日には本格的に規則が実施される予定となっている。 

 
 

2）REACH 規則の目的 

 
REACH 規則の最も重要な目的として以下の 2 つを掲げている。 

・ 化学物質の特性を確認し、予防的かつ効果的に有害な化学物質から人の健康と環境を保

護する 
・ EU の化学産業の競争力を強化する 

欧州委員会は、従来の仕組みを検討した結果、高いレベルの化学物質安全性と化学産業

競争力を確実にするための新しい戦略を REACH 規則として掲げ、持続可能な発展の枠組

みにおける均衡を保つために、以下の７つの目標を示している。 
・ 人の健康と環境の保護 
・ EU 化学産業界の競争力の維持と強化 
・ EU 域内市場の分裂回避 
・ 透明性の増加 
・ 国際的な取り組みとの統合 
・ 非動物試験の推進 
・ WTO の下における EU の国際的責務との適合 

 
 

５－２．REACH 規則の特徴 

 

①化学物質法規体系の単純化 

REACH の大きな特徴の一つに、これまでの化学物質に関する規制を統合したことがあげ

られる。これまで、EU では、化学物質を既存物質と新規物質に分類して二重のテスト体制

が敷かれ、新規物質に関する安全性の証明責任も官民が混在するといった事態に陥ってい

た。実際には REACH によって既存の 40 を超える化学物質に関する EU 内の法規制が一本

化された。 
日本においても、化審法、化管法、安衛法、消防法、毒劇法などが化学物質管理に関連

する法規制として存在している。こうした複雑な化学物質法規制体系が単純化され、規則

体系のシンプル化の点では意義が高い。 
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②既存化学物質と新規化学物質の扱いを同等化 

「既存化学物質」に対する規制であることである。市場において圧倒的に大量に流通し

ている既存化学物質の安全性評価が十分に行われないという問題が生じていた。 
 

③安全性評価の責任を行政から産業界に移管 

基本的に国が責任を持っていた化学物質安全情報収集やリスク管理の責任をすべて企

業・民間に負わせたという点である。REACH 規則によって、欧州化学品庁自体は提出され

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

うことになる。 
 

④成形品4中の化学物質も一部対象 
調剤や成形品が規制対象となることである。「化学物質元素材」だけでなく、調剤や成形

品等も、特定の条件（製造・輸入量、成形品の機能他）を満たすと規制対象となる。この

結果、化学物質を生産する企業のみでなく調合して、化学品・成形品を生産する企業も規

制対象となる。しかしながら、成形品においては、その定義や対象範囲設定において、ま

だ明確ではない。 
 

⑤リスク評価の困難性と管理 
第四に、高度なリスク管理が求められることである。REACH 規則では、高度なリスト管

理を要求している。これまでは一つの化学物質については固有のデータを登録するだけで

済んでいたが、REACH 規則では有害性が高く、生産量が多い物質に対して、用途を全て登

録することが必要となる。さらに、その用途ごとに暴露シナリオを設定しリスクアセスメ

ント報告書を作成しなければならない。 
化学物質の「リスク」という捉え方はこれまで LD50（半数致死量）などの指標に代表さ

れる物質そのものの危険度、すなわち「ハザード情報」がその指標として用いられていた

が、REACH 規則においてはハザード情報だけではなくその「曝露情報」を総合させたもの

が「リスク」であるという考え方がとられている。つまり、危険な物質かどうかに加えて

それが曝露する可能性がどの程度あるかが問題にされている。 
 

                             
4人工物であり、生産時に与えられる特定形状、表面、構造が機能を決定するものと定義 
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５－３．REACH 規則の概要 

 
REACH は物質および調剤に対する規定であり、当該物質そのもの、調剤に含まれる物質

又は成形品に含まれる物質の製造、上市又は使用および調剤の上市に適用される。そして、

製造者、輸入者および川下使用者が、人の健康又は環境に悪影響を及ぼさない物質を製造、

上市又は使用することとしている。（輸入は上市とみなされる） 
 
1）義務内容 

新規化学物質、既存物質ともに、製造・輸入量が年間 1t 以上の場合は、登録する義務が

ある。つまり、物質登録のない事業者は、製造・輸入ができない。 
ただし、「危険物質の分類・包装、表示に関する指令 67/548/EEC」に登録されている化

学物質や、他の EU 法規で規制されている中間製品やポリマー、化学物質などいくつかの

特定物質類は、この登録義務から除外される5。 
また、とくに人や環境への影響が高いとされる物質には、認可が課せられ、物質によっ

ては規制される。 
なお、適用範囲は化学物質そのもの、および調剤や成形品に含まれる化学物質である。

また、成形品においては、通常もしくは予測可能な合理的状況で使用された場合に成形品

から意図的に放出される物質においても、年間 1t 以上存在する場合、登録が必要となって

いる。 
 
「登録」「評価」「規制」などの各ステージは、基本的にその化学物質のリスクの高さに

よって決まる。そのため、欧州委員会は約 3 万種類あると言われる要登録物質のうち、約

80％は特別の取り扱いを必要としない（登録だけで済む）」と予測している。 
一年間の製造・輸入量が事業者あたり 1ｔを超えている化学物質は、新規・既存を問わず

に登録の対象となる。以下に登録の流れと内容を記す。 
 

                             
5 ただし、REACH 規則施行から 12 ヶ月以内および 5年後に見直しの予定。 
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登録の流れと内容 

ﾌﾟﾛｾｽ 概要 備考 

物質・調剤：1t/年以上の物質・調剤 

登録 成形品：通常または予測可能な使用条件化で意図的に放出

される化学物質の量が合計で 1t/年を超える成形品 

届出 
成形品：高懸念物質が合計 1t/年以上かつ、成形品の重量

比 0.1w％を超える濃度で存在する成形品 

登録期限(予備登録済みの場合) 

1～ 10 t/年  ：11 年 

10～ 100 t/年 ：11 年 

100～1000 t/年 ：6 年 

1000 t/年超  ：3.5 年 

   

 

評価 

化学品庁による登録書類の評価 

→必要に応じて登録者への追加情報の要求 

℃高懸念物質（SVHC）から優先的に評価される 

規則発効後 18 ヶ月後の正式登録

から 

   

認可 
認可対象に指定された物質については、用途後との製造・

輸入・使用の許可制（原則、上市禁止） 

対象物質は付属書ⅩⅣに掲載予

定 

   

制限 
制限物質については、条件を遵守しない限り製造・使用・

上市を禁止 

付属書℃℃に指定 

（発効後、即時） 

出典：（社）日本機械工業連合会 平成 19 年 海外の環境規制・環境政策につての調査研究を元に作成 

 
REACH 規則の義務内容の整理 

登録･届出 

成形品中の物質 
製造・ 

輸入量 
ハザード 

評価 

リスク 

評価 

既存化学物

質の登録期

限℃1 

意図的放出

物質 

高懸念物質

比 0.1w%超

（届出） 

許可 制限 

1～10t/年℃2 必要 不要 11 年 必要 必要 

10～100t/年℃3 必要 必要 11 年 必要 必要 

100～1000t/年 必要 必要 6 年 必要 必要 

1000t/年～℃2 必要 必要 3.5 年 必要 必要 

高懸念物質に

ついて原則上

市禁止、用途

毎許可制 

ヒト、環境に

容認しがたい

リスクがある

場合、上市・

使用を制限 

出典：（社）日本化学工業協会の資料を元に作成 
※1：ただし、予備登録（次項参照）が必要 

※2：1t/年～の CMR の分類（1・2）は 3.5 年以内に登録が必要 

※3：100t/年～の水生生物影響物質は 3.5 年以内に登録が必要 
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2）REACH 規則に関する関連事項（定義など）の整理 

 

登録対象物質の定義は以下のとおりである。 

 
高懸念物質は以下のような CMR（発がん性、変異原性、生殖毒性のある物質）、PBT（難

分解性、生体蓄積性、毒性物質）、vPvB（極めて難分解性、生体蓄積性が高い物質）が該当

するが、具体的なリストは公表されておらず、その公表がいつになるかも明確になってい

ない。REACH の採択日である 2006 年 12 月 13 日付けで欧州議会サイトから欧州化学品庁

名で化学品のリスト文書が公開されており、この文書が高懸念物質の部分的なリストにな

っている。 
 

高懸念物質（SVHC：Substance of Very High Concern）の基本的条件 

名称 概要・定義 

CMR ・ 発がん性：Carcinogenic 

・ （遺伝子への影響がある）変異原性:Mutagenic 

・ 生殖への毒性:Reprodutively –toxic 

などのリスクを持った物質。 

 REACH においては CMR の上記 3 分類のうち 1 と 2 が認可対象となる。 

分類 1 ヒトへの影響が知られている物質 

分類 2 ヒトへの影響があるとみなされるべき物質で十分なデータがある 

分類 3 ヒトへの影響がある物質であるが、データが十分ではない 

PBT 難分解性・生体蓄積性を有する有害化学物質: 

Persistent Bio-accumulative Toxic 

vPvB 非常に強い残留性・生体蓄積性を有する物質： 

very Persistent very Bio-accumulative 

内分泌攪乱 物質など 深刻で非可逆的な影響を与えるものと特定された物質 

出典：（社）日本機械工業連合会 平成 19 年 海外の環境規制・環境政策につての調査研究 

 

 定義の概要 
物質 
(Substance) 

化学元素及び何らかの製造プロセスから得られる化学元素の化合物をいい、安定性

を保つための添加物や、そのプロセスから生じる不純物が含まれる（物質の安定性、

組成に影響せず分離できる溶剤を除く） 
調剤 
(Preparation) 

2 つ以上の物質からなる混合物又は溶液、合金 
合金は、2 つ以上の元素からなる金属で、機械的手段では容易に分離できないもの 

成形品 
(Article) 

人工物であり、生産時に与えられる特定形状、表面、構造が機能を決定するもの 
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化学物質の意図的放出に関しては、後述する REACH のガイダンス文書にいくつかの例

が示されているが、後の章でも触れるように明確な線引きは容易ではない。なお、意図的

放出は廃棄物には適用されない。 
 

化学物質の意図的放出の該当・非該当例 

 RIP3.8 具体例 

成形品の使用機能に放出が不可欠である 

＝放出がなければ、最終製品が十分に機能しない 

ﾌｪﾙﾄﾍﾟﾝからのｲﾝｸの放出 

ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾜｲﾊﾟｰからの洗剤放出 

成形品に品質あるいは副次的機能に放出が寄与する 

＝放出が成形品の最終機能に直接的には結びつかないが、

成形品の「付加価値」に寄与する 

香り付の消しゴム 
該
当 

媒体を熱することで放出されるケース 

（化学反応時時に生成されるケースと区別） 

香料入りろうそく 

お香 

製造過程で、半完成品や完成品からの不純物の除去に際し

て放出する場合 

加工性向上のために付けられた糊が、

湿式の後工程での脱離 

成形品の使用中あるいはメンテナンスときに起こる放出 

＝広い意味で製品の品質の向上あるいは付随的に安全性

の向上はするが、放出が製品機能に寄与しない場合 

消費者の衣類の洗濯時に、加工工程で

残留した化学薬品の除去 
非
該
当 

化学反応時に生成して、物質が放出する場合 成形品が発火したときの物質の放出 

コピー機からのオゾンの発生 

出典：RIP3.8 文書（環境省 仮訳版） 
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3）登録・届出 

 

化学物質の製造・輸入者は、物質についての適切な情報を入手し、化学物質を安全に管

理するためのデータとして使用する。原則として EU 域内での製造・輸入量が年間１t 以上

の化学物質は、上市に際して有害性や用途などの情報の登録が必要となる。また、成形品

において、放出が意図される物質が合計で年間１t 以上含まれている場合に登録が必要であ

る。 
「No data, No market：データなくして、上市なし(第 5 条)」とあるように、登録がない

場合は物質そのもの、調剤に含まれる物質又は成形品に含まれる物質を欧州共同体内で製

造又は上市してはならないとされている。以下に、EU への輸入者の義務について示す。 
 

登録・届出に係る輸入業者の義務（概要） 

 
出典：経済産業省製造産業局化学科の資料を元に作成 

欧州への輸入品 

化学物質・調剤 成形品 

新規化学物質 既存化学物質 

他社が成形品の中の化学物質・調剤

を当該用途で登録しているか 

SIEFに加入し、情報を入手 

予備登録 
意図的放出に該当するか 

登録 

≧1t/年（ハザード評価） 

≧10t/年（＋リスク評価） 
届出 

≧1t/年で重量比≧0.1%

（物質番号、用途、重量、

会社名、連絡先） 

対応不要 

いない いる 

する 

いる 

高懸念物質を使用しているか 

しない 

いない 
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①登録 
登録の際は、技術一式文書（Technical Dossier）と物理化学的性状・有害性および生態

毒性情報（ハザード評価）が必要である。製造・輸入量が年間 10t 以上の場合は化学品安

全性報告書（Chemical Safety Report: CSR）6も求められる。CSR では、ハザード評価の

結果、一定以上のハザードであれば暴露評価をし、これら 2 つの結果からリスク評価をす

る。 
登録方法は、IUCLID（International Uniform Chemical Information Database）とい

うソフトウエアを用いて実施する。 
登録に必要な書類 

・ 技術一式文書：登録者の一般情報・物質名、その他基本情報 
・ ハザード評価：物理化学的性状・有害性および生態毒性情報 
・ リスク評価：ハザード評価に加え、そのハザード（危険・有害性）に接触する可能性を

加味した危険性評価（10t/年以上） 
 
②届出 

成形品において、高懸念物質が 0.1w%以上含まれており、かつその量が年間合計年間１t
以上の場合、その高懸念物質の届出が必要である。 
 
③登録対象者 

EU 域内の製造業者および輸入業者が対象となる。サプライチェーンの川上の製造事業者

が川上ユーザーの用途を含めた登録をすると、その川下ユーザーの用途を含めた登録をす

ると、その川下ユーザーは登録の必要がない。 
同様に、輸入業者が登録を行えば、その業者から原材料などを購入する川下ユーザーに

も登録の必要はない。また、EU へ輸出する製造業者は、下記の「域外製造業者の唯一の代

理人（only representative）」制度を利用することができる。 
 
④唯一の代理人 
REACH 規則には、域外製造業者の唯一の代理人（only representative）」制度という代

理人制度がある。 
EU 域内に物質、調剤中の物質または成形品を輸出する EU 域外の企業（法人および自然

人）は、EU 域内の法人または自然人を契約により「唯一の代理人」に指名できる（代理人

は、1 物質ごとに指名できる）。 
REACH 規則による登録は、EU 域外の企業ではできないため、輸入者がその義務を負う。

しかし一般的に、輸入者は REACH 規則が要求する登録時の情報や評価時に呼応する技術

的知識が少ないと考えられる。このため、EU 域外の製造業者は、「唯一の代理人」と契約

                             
6化学物質安全性報告書（CSR）は、暴露評価、リスク評価を含む、EU 当局向けの文書 



44 

し、登録に限らず REACH 規則の義務などを遵守の代理をさせることができる。 
予備登録・登録だけでなく、唯一の代理人とは登録後も情報の管理など長い付き合いが

必要であるため、機密情報を託す信頼できる相手であることが重要である。外部委託であ

れば毎年委託費用が発生することも留意すべき点と言える。 
この制度自体は、総代理人（sole representative）として現行法である「危険物質の分類・

包装、表示に関する指令 67/548/EEC の第 7 次修正 92/32/EC」においても採用されている。 
日本企業にとっては、この代理人制度を活用することも経営戦略となり、「唯一の代理人」

を複数の企業が共同で設立する動きもあるようだ。 
 

登録対象業者 

 
「EU 新化学品規制 REACH がわかる本」を元に一部修正して作成 

 

輸入業者 A 製造業者 A 

代理人 

製造業者 C 

 

 

欧州 

化学品庁 

 

 

川下 

ユーザー 

川下 

ユーザー 

登録 

輸入業者 

川下 

ユーザー 

登録 

製造業者 D 

川下 

ユーザーD 

製造業者 B 

登録 

登録 
代理人指

EU 域内 

販売（商品の流れ） 同一サプライチェーン 

製造者による登録   ：製造者 C（製造者が製造物質を登録） 

輸入業者による登録  ：輸入業者 A（輸入業者が輸入・使用物質を登録） 

代理人による登録   ：代理人＝製造業者 Bより指名 

川下ユーザーによる登録：川下ユーザーD（サプライチェーン間の製造者による 

 用途の未登録、もしくは用途開示を望まない場合） 
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4）予備登録 

 

①予備登録 
既存化学物質は、予備登録を行うことにより、製造・輸入量に応じて登録までの猶予期

間（予備登録期間）が与えられる。予備登録は施行後 12 ヶ月～18 ヶ月（2008 年 6 月 1 日

～11 月 30 日）が設けられている。 
予備登録が行われた化学物質においては、製造・輸入数量と有害性に応じて登録期限ま

でに本登録を行うことになっている。それによって REACH 規制施行後、最初の 11 年間で

約 3 万種の化学物質が登録されるものと予想されている。 
段階的登録を行うためには（猶予期間をもらうためには）、予備登録期間内に既存化学物

を予備登録する必要がある。 
 
②データ共有 
予備登録をすることで、自動的に物質情報交換フォーラム（Substance Information 

Exchange Forum:：SIEF）への参加が義務付けられ、同じ物質を登録する者同士は登録に

求められる安全性評価のコストを分担する。脊椎動物試験で得られた結果は、対価を支払

うことによって共有され、脊椎動物の試験に含まれない情報 (例えば in vitro の試験や

QSARs) は、潜在的な登録者から要求があれば共有しなければならない。 
 
 

5）評価 

 

評価には、事務的側面（一式文書の評価）および技術的・科学的（物質の評価）二つの

目的が異なるタイプがある。 
＜一式文書の評価＞ 

・ 整合性の調査：規定された要求事項に、登録一式文書が適合しているかどうか（少なく

とも 5％の一式文書を対象とする予定） 
・ 試験計画案の調査:不必要な動物実験、既存の試験の繰り返しや質の劣る試験の回避を目

的に、登録の一部として提出された試験計画案があるかどうか 
＜物質の評価＞  

・ リスクが認知された化学物質を調査するため、加盟国の行政当局と協力して物質評価を

実施 
一貫した対応を推進するため、欧州化学品庁は加盟国と共同し、評価物質の優先順位付

け手引書を策定することになっている。 
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6）REACH のスケジュール 

 
 REACH は 2007 年の 6 月 1 日に正式に発効した。実際には規則発効から 1 年間はヘルシ

ンキに新たに設立される EU の新機関である化学物質庁（European Chemical Agency）の

設立準備期間にあたり、予備登録などの本格的運用は 2008 年の６月 1 日から始まる予定に

なっている。 
 予備登録を行えば、いわゆる本登録はその量に応じて段階的に登録期限が定められてい

る。最も量が少ない 1t/年以上・10/年以上帯の場合、最終登録期限は REACH 施行から数

えると 11 年後にあたる 2018 年 6 月までということになる。 
 
REACH における登録スケジュール 

 
        

化学物質庁設立準備 

予備登録期間 

      

≧1000t/y 
      

≧100t/y 
      

生
産
（
輸
入
）
量 

 
≧10t/y 

≧1t/y 

      

       

 
 

許可対象物質 

候補リスト公開（予測） 

許可対象物質 

リスト公開 

成形品中の 

SVHC 物質届出 

  

JETRO 資料等を元に東レ経営研究所作成 

注 1）上図で「～08年 12月」とある場合、実際の期限は 08年 12月 1日の 0時までを指す。従って実質的

には「～12月」は11月 30日以内、「～6月」は 5月 31日以内を意味する。 

 

 

 

 

2007年 6月～ ～2010年 12月 ～2013年 6月 ～2018年 6月 

6 ヶ月 

12 ヶ月 

～08 年 12 月 08年6月～ 
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7）サプライチェーン間での情報 

 

REACH においては、化学物質の健康・安全・環境特性、あるいは化学物質のリスクやリ

スク管理手法に関する情報は、サプライチェーンの上流から下流へ、また下流から上流へ

と伝達されることが求められている。 
 
情報伝達の手段としては安全性データシート（Safety Data Sheet: SDS7）が用いられ、

SDS 提出義務は以下の条件に適応する化学物質および調剤となる。 
 

・ 危険物質有害性分類基準（67/548/EEC） 
・ 付属書 XIII の基準（PBT、vPvB） 
・ 年間 10t 以上の製造・輸入量の場合は、CSR に含まれる、「特定された用途に対する暴

露シナリオ」（SDS の附属書として添付） 
 

高懸念物質が成形品中に重量比で 0.1％超含まれている場合、成形品メーカー（川下企業）

から情報を求められたとき、サプライチェーンの川上、川中企業は、その製品を安全に使

用するために必要な情報を提供しなければならない。（SDS の提出義務はない） 
また、消費者にその製品中の化学物質情報を要求された場合は、成形品の供給者は、重

量比 0.1％を超える許可対象候補物質について、少なくともその物質名を含む、安全に使用

できる充分な情報を、要求されてから 45 日以内に無料で提供」しなければならないと定め

られている。サプライチェーン間の情報伝達に関してはある程度想定されるものの、上記

のような消費者への対応については、NGO などが組織的な動きをみせる可能性もあり、成

形品メーカーにとって大きな負担になることが懸念されている。 

                             
7 化学物質の性状とそれらの安全な使用方法に関する情報の概要。安全性データシート

（SDS）は、CSR の一部であり、物質の性状とそれらを使用する際の安全な手法についての

情報を要約したユーザー向けの書類。 
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8）REACH 規則付属書のリスト 

 
 EU の環境規制の多くがそうであるが、REACH も ANNEX（附属書）と呼ばれる別添文

書が存在している。このうち、附属書 XIV「認可の対象となる物質リスト」すなわち高懸

念物質＝SVHC のリストである。 
 ただ、実際にはこのリストはまだ公開されていないため、EU が公開している附属書 XIV
も空白のままとなっている。 
 
 内 容 
付属書 I 物質評価及び化学物質安全性報告書の作成のための一般規定 

付属書 II 安全性データシートの編集に関する指針 

付属書 III 1t～10t の量で登録する物質に関する規準 

付属書 IV 第 2 条(7)(a)に従う登録義務の免除 

付属書 V 第 2 条(7)(b)に従う登録義務の免除 

付属書 VI 第 10 条に記す情報要件 

付属書 VII 1t 以上の量を製造又は輸入する物質の標準情報要件 

付属書 VIII 10t 以上の量を製造又は輸入する物質の追加標準情報要件 

付属書 IX 100t 以上の量を製造又は輸入する物質の追加標準情報要件 

付属書 X 1000t 以上の量を製造又は輸入する物質の追加標準情報要件 

付属書 XI 付属書 VII～付属書 X で規定する標準試験制度の適応に関する一般規定 

付属書 XII 川下使用者が物質を評価し、化学物質安全性報告書を作成するための一般規定 

付属書 XIII 
難分解性、生物蓄積性、毒性物質および極めて難分解性で高い生物蓄積性の物質の

特定のための規準 

付属書 XIV 認可の対象となる物質のリスト 

付属書 XV 一式文書 

付属書 XVI 社会経済分析 

付属書 XVII 或る危険な物質、調剤及び成形品の製造、上市及び使用の制限 
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9）REACH 実施プロジェクト 

 
欧州委員会では REACH 実施遂行のための細目の検討作業が REACH 実施プロジェクト

（REACH Implementation Project：RIP）として続けられている。具体的には REACH 詳

細記述書から各種技術指針書（ガイダンス）の作成のほか、所管官庁となる欧州化学品庁

の設立に向けた準備等が進められている。プロジェクトは欧州委員会が主導で行われてい

るが、産業界、EU 加盟各国政府も参画している。 
このうち、機械産業をはじめとした成形品メーカーにとっては特に RIP3.8 が重要となる

が、この RIP3.8 は本調査時点（2008 年 2 月）では Final Draft バージョンのままであり、

最終決定稿の公開がなされていない。 
 
RIPs（REACH Implementation Projects）の概要 

RIPs 課  題 
RIP1-REACH ﾌﾟﾛｾｽの記述 REACH プロセスの詳細記述 
RIP2-REACH-IT REACH 支援 IT システムの開発 

RIP 3.1：登録技術文書の作成手引書 
RIP 3.2：化学物質安全報告書（CSR）の作成の技術手引書 
RIP 3.3：物質固有性質情報要件の作成手引書 

RIP 3.4：データ共有（事前登録）の手引書 

RIP 3.5：川下ユーザーの手引書 
RIP 3.6：GHS の分類・表示の手引書 
RIP 3.7：認可申請書作成の手引書 
RIP 3.8：成形品要件遵守の手引書 
RIP 3.9：社会経済分析（SEA）実施の技術手引書 

RIP3-技術手引：産業用 

RIP 3.10：物質識別情報の特性付け・点検の技術手引書 
RIP 4.1：文書評価の手引書 
RIP 4.2：物質評価の手引書 

RIP 4.3：ANNEXⅩⅢ物質収載の手引書 

RIP 4.4：ANNEXⅩⅣ文書作成の手引書 

RIP4-技術手引：行政用 

RIP 4.5：物質優先順位の設定手引書 
RIP5-暫定所轄官庁の設置 REACH 施行までに暫定所管官庁の設定 
RIP6-所管官庁の創設 REACH 施行後 18 ヶ月以内に欧州化学品庁（ECA）の創立 
RIP7-REACH のための EC 準備 REACH 施行の EC 体制の確保 
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Ⅱ章．ＥＵ環境規制に対する対応動向 

 

１. 環境規制に対する欧州産業界の反応と対応 

 

１-１．全体傾向 

 
 欧州の化学規制に対する欧州内での構図は大まかに表現すれば、環境規制を歓迎し、よ

り厳しいものにすることを望む市民団体や環境 NGO に対し、規制に伴うコスト負担などが

事業に悪影響を及ぼし、欧州の産業競争力弱体化につながると主張する産業界、という相

反する二つの軸があるといえる。 
 実際にはこういった団体からの支持を背景とする政党や政治家などが欧州議会や欧州委

員会などで規制の検討作業にあたることになるが、そういったレベルにおいても「環境保

護推進派」対「産業発展優先派」といった対立構図からは無縁ではない。 
 
 特に REACH の場合は「環境派」と「産業派」の攻防が激しかったといえる。その背景

には RoHS や WEEE、ELV など加盟国レベルでの法制化段階を経る「EU 指令」と違って

REACH はそのまま適用される「EU 規則」であったこと、対象とする物質が膨大で、しか

も影響をうける業界が極めて広かったことなどが影響している。 
 欧州内では化学産業はもちろん、機械や自動車などの成形品業界団体なども REACH に

対しては過剰なコスト負担や知的財産の漏出などについての懸念を早い段階から主張して

おり、EU の産業競争力低下や製造業の空洞化を招くという指摘は非常に多かった。少なく

とも欧州の企業・産業界レベルにおいては REACH を「産業競争力強化につながる規制」

として歓迎する考え方はほとんど存在せず、産業界側の主張を入れた内容に修正させるた

めのロビー活動も極めて活発であった。 
 
 こういった産業界側の動きはある程度成功を収めたといえ、2003 年・2004 年頃の案に較

べると現在の REACH 規則内容には「一物質一登録」の原則や「用途カテゴリー」等々、

産業界側の主張もある程度盛り込まれたものになっている。 
 ただ、こういった修正が環境派サイドからみると「REACH の堕落｣「骨ぬき」と評価さ

れているのも事実である。REACH に関しては RIP3.8 の最終稿や SVHC リストなどの重

要な文書が未だ発表されていない状況にあり、それらの検討は現在においても続いている

と考えられる。 
 現在もなお続いている REACH の規制細目に関する検討、あるいは今後の規則内容の修

正・変更といった局面においても、冒頭に述べた「環境派」対「産業派」という対立構図

は続くと考えるべきであろう。  
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１-２．欧州産業界の対応動向 

 

1）CEFIC（欧州化学工業連盟） 

  
 CEFIC は欧州各国で最大の化学工業団体であり、バイエルや BASF などの世界的多国籍

化学メーカーも加盟している。CEFIC はヨーロッパの川上業界を代表する立場にあり、特

に REACH に対してはかなり早い段階から懸念を表明し続けている。REACH 制定に反対

する勢力の代表的存在の一つとして CEFIC の名が挙がるケースは多い 
 CEFIC が指摘している REACH の問題点は以下の諸点に整理される。 
 
①欧州化学産業の競争力低下に関する懸念 
 REACH においては、化学物質のリスク評価にかかわるコストが全てメーカー負担になる

ため、欧州内の化学産業は大きなコスト負担を背負うことになり、企業収益を圧迫すると

とおに EU 域外の化学メーカーに対して国際競争力の低下を招くことになる。また、中小

企業においてはコスト負担がメーカーの経営にいっそう深刻な影響をもたらす。 
  
②REACH の内容と実現性に関する懸念 

 REACH は規則の内容そのものが極めて厳しく、しかも複雑なものになっている。対象と

なる既存化学物質だけでも約 3 万を数えるうえに煩雑な手続きが伴う。さらに登録や情報

開示などに期限が設けられており、企業サイドでの実行が困難である。 
 
 特に①のコスト負担問題は欧州化学業界にとって深刻なものであっただけに、CEFIC は

他の産業界にもはたらきかけ、様々な角度から REACH の経済的影響調査を実施した。 
 その結果では 2007 年の REACH 発効から段階的登録の予定最終期限である 2018 年まで

の 11 年間で約 40 億ユーロ（1€＝160 円で約 6400 億円）のコスト負担が必要になるという

調査結果が得られており、コスト負担に対する産業界の懸念は非常に強い。 
 
 REACH 規則による直接的コスト負担試算結果（単位：百万ユーロ） 

項 目 平均的な推定 変動範囲 
事前登録 100 50～100 
試験コスト 2,400 2,400～3,000 
安全性評価 190 150～250 

安全性評価書 250 作成時の時価次第 
登録（中央機関コストを含む） 900  

評 価   
認 可 200 180～220 
合 計 4,040  

 出典：2004 年 10 月、ハーグにおけるインパクト調査検討ワークショップ資料 
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 CEFIC はその後 EU 委員会と REACH 試験戦略パートナーシップ（SPORT）を発足さ

せ、REACH の実行シミュレーションテストを実施するなど、EU 委員会と共同歩調をとり

つつ、規則内容を産業界向けにする努力を続けていた。 
 そういった状況の中で 2004 年 11 月にはドイツ化学工業会（VCI）がドイツの化学産業

が持つ約 3万種の化学物質情報をすべて無償で提供する用意があるという意向を発表した。

欧州最大の化学産業を持つドイツ化学業界としては、自らが蓄えた物質情報を無償で提供

することで REACH 規則内容を緩和させたいという思惑があったと推定される。 
 ただ、このように“ドイツ製”の物質情報だけが無償で与えられれば他の EU 加盟国の化学

産業が不利になりかねないとして CEFIC はドイツ側の申し出を支持しなかった。 
 
2）UNICE（欧州産業連盟） 

 
 欧州産業連盟は日本では経団連にあたる経営者側の団体であり、企業サイドに立つとい

う姿勢が鮮明であることから、REACH 規則などに対しては CEFIC などと並んで反対の立

場をとっている。 
 特に高懸念物質から安全な物質への代替を促進する考え方については、代替のみを推奨

するのではなく適切なリスク管理手法を導入することで現行の高懸念物質についても一定

の使用を認めるべきであるという姿勢をとっていた。 
 最終的にこれらの要求が REACH においてどこまで組み込まれるか、あるいは運用レベ

ルでどこまで配慮されるかは現段階では評価できないが、いずれにしても前項で触れた

CEFIC や UNICE などの産業界側からの反対意見にもある程度配慮し、環境派と産業派の

対立構図の中で何とか“着地点”を見つけだそうとした結果、REACH 規則そのものが玉虫色

の性格を帯びた規則、別の表現を用いれば“グレーゾーン”の多い規則になった面があるのは

否定できない。 
 
3）UEAPME（欧州中小企業協会） 

 
 UEAPME は主に川中～川下の中小企業による団体であり、REACH においては中小企業

の負担軽減を重要な要求テーマにしていた。 
 特に UEAPME が問題としていたのは物質の登録に関して「同じ物質を登録する企業全

てによる登録コストの共有化」であり、これらについては基本的な部分は REACH に反映

されたと考えている。 
 
 また、2007 年 10 月に公表された ECHA の登録手数料に関する規定では、以下にみるよ

う中規模企業（従業員 50 人以上 250 人未満、かつ売上高 5,000 万ユーロ以下または資産総

額 4,300 万ユーロ以下）は標準料金の 30％引き、小規模企業（従業員 10 人以上 50 人未満、
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かつ売上高 1,000 万ユーロ以下または資産総額 1,000 万ユーロ以下）であれば 60％引き、

零細企業（従業員 10 人未満、売上高 200 万ユーロ以下または資産総額 200 万ユーロ以下）

は 90％引き、といったように中小・零細企業に対してかなり傾斜的な割引率が設定されて

いるなど、中小企業のコスト負担軽減という問題は REACH 規則の中では重要な配慮ポイ

ントになっていることが伺える。 
 
参考 1：REACH 登録手数料（単位：ユーロ） 

割引料金 標準料金 

中企業 小企業 零細企業 

 

t数帯区分 

単独 共同 単独 共同 単独 共同 単独 共同 

1～10 1,600 1,200 1,120 840 640 480 160 120 

10～100 4,300 3,225 3,010 2,258 1,720 1,290 430 323 

100～1000 11,500 8,625 8,050 6,038 4,600 3,450 1,150 863 

1,000以上 31,000 23,250 21,700 16,275 12,400 9,300 3,100 2,325 

 

参考 2：登録情報変更に伴う更新手数料（ｔ数帯変更の場合、単位：ユーロ） 

割引料金 変更区分 標準料金 

中企業 小企業 零細企業 

from to 単独 共同 単独 共同 単独 共同 単独 共同 

10～100 2,700 2,025 1,890 1,418 1.080 810 270 203 

100～1000 9,900 7,425 6,930 5,198 3,960 2,970 990 743 

1～ 

 10 

1000以上 29,400 22,050 20,580 15,435 11,760 8,820 2,940 2,205 

100～1000 7,200 5,400 5,040 3,780 2,880 2,160 720 540 10～ 

100 1000以上 26,700 20,025 18,690 14,018 10,680 8,010 2,670 2,003 

100 ～

1000 

1000以上 19,500 14,625 13,650 10,238 7,800 5,850 1,950 1,460 

出典：Commission Regulation(EC) on the fees and charges payable to the ECHA…（後略）ファイルよ

り抜粋。項目については東レ経営研究所が日本語訳 

 
参考 3：欧州委員会が規定した中小企業区分定義 

区 分 定 義 

中企業 

（medium enterprise） 

従業員 50人以上 250人未満、かつ売上高 5,000 万ユーロ以下または

資産総額 4,300 万ユーロ以下。 

小企業 

（small enterprise） 

従業員 10人以上 50人未満、かつ売上高 1,000 万ユーロ以下または

資産総額 1,000 万ユーロ以下。 

零細企業 

(micro enterprise） 

従業員 10人未満、売上高 200 万ユーロ以下または資産総額 200 万ユ

ーロ以下。 

出典：JETRO ブリュッセルセンター資料 
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4）ACEA（欧州自動車工業会） 

  
 ACEA では、日本自動車工業会や米国自動車工業会、韓国自動車工業会等々、世界の主

要な自動車工業会と共同で REACH に対応するための共通指針＝ガイドラインを策定して

いる。 
 これはあくまで自動車業界としての自主的なガイドラインであり、EU 委員会あるいは

ECHA などの承認済みというものではないが、ガイドライン策定に際しては Orgalime（欧

州技術産業協会）の協力も得ている。ガイドライン自体は欧州内に製造拠点を持つ自動車

メーカーを対象にしているが、欧州に車を輸出するメーカーにとっても有用な情報が網羅

されている。 
 特に重要なのは、このガイドラインにおいて自動車における「意図的な放出」について

の統一的見解を世界の自動車メーカー間で共有化したことである。このガイドラインにお

いて自動車の意図的放出は ①ウィンドウォッシャー液 ②エアバッグ爆発に際して放出

されるガス ③芳香剤ディスペンサー ④消火器システム という 4 つのみが示されてお

り、この 4 つが自動車という成形品における意図的放出という認識が事実上世界中の自動

車メーカーの間で共有された。 
 前述のように、これはあくまで自動車業界の自主的なガイドラインであり、EU 当局に承

認された「意図的放出解釈」ではないが、事実上の業界グローバルスタンダードという位

置づけになっているだけに、EU 当局側がノーと言いづらい状況を作ってしまっているとい

える。 
 
5）VDMA（ドイツ機械工業連盟） 

 
 VDMA はドイツ国内にある業界別の機械系工業会の集合組織である。会員企業数は約

3,000社を数える。VDMA加盟企業の売上はドイツ機械工業全体売上の 9割に達している。 
 VDMA は機械すなわち成形品の有力団体として REACH の内容についても産業界にとっ

て不利なものが多すぎるという立場をとっており、EU 委員会に対するロビー活動なども積

極的に行っている。 
 REACH によって欧州の製造業が悪影響を受ける部分として、VDMA が指摘している部

分は以下の通りに整理できる。 
 

①技術競争力低下 

 REACH では物質の「登録された用途」でしか使用できないので、新素材テストなどが大

きく制約され、技術開発の停滞・技術競争力の低下を招きかねない。 
②コスト競争力低下 

 REACH 対応のためのコスト負担が世界市場でのコスト競争力低下につながる。 
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③製造業の空洞化 

 REACH 規則のない海外に工場を移転する企業が増える可能性がある。 
④特殊材料調達の問題 

 材料メーカーが REACH 対応の負担回避のため、物質の製造や輸入をやめる恐れ、ある

いは値上がりにつながる恐れがある。 
 
 REACH による知的財産の漏出問題は微量添加剤などの成分ノウハウが公開されるので

はないかということで主に化学業界で問題になっているが、VDMA では機械業界でも同じ

ような問題が起こりえると指摘している。 
 ある薬剤を特殊な用途に使用している場合、あるいは市販の薬剤に機械メーカーが独自 
に添加剤等を加えて使用しているような場合は、それらの物質が当該用途では登録されな

い可能性が大きいため、自社で当該用途で登録するあるいは、薬剤メーカーに登録しても

らうといった対策が必要になり、いずれにしても「特殊用途での使用」や「独自の添加剤」

等のノウハウが公開されてしまう可能性がある。 
 
 
7）労働側団体 

 
 日本においてはほとんど注目されていないが、欧州においては REACH などの環境規制

によって労働環境の安全性向上や労働者の健康向上への寄与、あるいは経営サイドにとっ

ての労災コストの低減効果といった側面も重視されている。 
 
 たとえば ETUC（欧州労働組合連合）などの組織は、有害物質や高懸念物質がよりリス

クの低い物質に代替されることで労働者の健康・安全に寄与するという立場に立っている。  
 したがって、安全な代替物質が存在するのであれば、労働者側としても積極的な代替を

求めていくという見解を発表しており、REACH の成立を基本的には歓迎している。そうい

った意味では労働者団体サイドのスタンスは「環境派」の立場に近いといえる。 
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２. EU 環境規制に対する EU域外（日本以外）の動向 

 

２-１．米国政府・産業界の反応と対応 

 
 米国には連邦法として 1976 年に採択された TSCA（有害物質規制法）によって化学物質

の管理がなされている。TSCA インベントリーと呼ばれるリストには米国で製造されたもの、

米国に輸入されたものをあわせて約 8 万種類の化学物質が収載されており、TSCA インベ

ントリーに載っている物質は「既存物質」という扱いになる。このリストにない物質を製

造または輸入しようとすると米国環境保護庁に対する届出が必要になる。 
 しかし、既存化学物質についてのリスク情報収集などは十分ではなく、その情報収集ス

ピードも遅かったため、政府と産業界は生産・輸入量が 100 万ポンド以上の高生産量（High 
Production Volume：HPV）化学物質約 2,800 について、企業の負担で有害性データの収

集を行う HPV チャレンジプログラムなども進められていた。 
 
 そういった状況の中、米国政府は 2003 年の REACH パブリックコメント募集段階から強

い懸念を表明している。その指摘の主なポイントとしては以下の諸点が挙げられる。 
 
 ①REACH は実行不可能な設定がなされており、国際的な法規制から逸脱している  
 ②著しいコストが発生する反面、規制によるメリットが不確実である 
 ③中小企業に悪影響を与え、世界貿易やマーケットを混乱させる  
 ④物質情報交換フォーラムやデータ共有の仕組みの透明性に懸念が残る 
 
 米国からEU への輸出額はパブリックコメント募集前年の 2002年段階で 1,430億ドルで

あるが、REACH はその米～EU 輸出の大部分に影響を与えることになると指摘しており、

その後も米国政府はほぼ一貫して REACH 規制そのもの、さらに欧州理事会と討議の透明

性などに対しても要求を続けている。アメリカ商務省も REACH に関する情報を米国企業

に提供する一方で、EU に対して REACH 反対のコメント送付を勧めるなど、REACH に対

する反対態度が比較的鮮明である。 
 
 米国産業界も一様に REACH に対しては反対態度を示しており、アメリカ化学工業会

（ACC）などは前項で触れた CEFIC などと同様に REACH が化学工業会に対して過剰な

コスト負担を強いるものであることを指摘している。  
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２-２. 中国政府・産業界の反応と対応 

 
 中国産業界の間では REACH は「WTO 加盟以来、最大の貿易障壁」であるという見方が

あり、中国企業が REACH に対応するための物質評価や登録等に要するコストはトータル

で 5 億～10 億ドルというレベルに達するという指摘もなされている。 
 また、同国内での試算では、REACH によって中国～EU 間貿易額の 90％以上が何らか

の影響を受け、中国～EU 間の化学工業製品貿易額が 10％減少、さらに中国の化学工業生

産額が 0.4％減少、化学工業や関連産業の従業員 20 万人が失業といった可能性も報道され

ている（同上）。 
 これらの試算の算出根拠は不明であり、やや過大な懸念である可能性は否定できないが、

中国産業界が REACH 規則によって同国の輸出産業が大きな打撃を受けるという強い懸念

を抱いていることがわかる。 
 
 特に中国から EU 向け輸出品としてアパレル・衣料品が重要な位置付けを占めているこ

とから、衣料品業界への深刻な影響も指摘されている。 
 アパレル産業は、原料生産からアパレル製品の加工までいずれの工程においても化学物

質を使用するプロセスが多いため、REACH に対応しようとするためには製品の化学物質含

量検査費用などが増すことが避けられず、REACH 規則に合致した原料を用いることによる

コストの増大も懸念されている。 
 中国国内の繊維製品輸出企業には比較的中小企業が多いため。REACH に対応するための

資金的・人的な余裕がないことが想定されるコスト吸収余力が小さく、大きなダメージを

受ける可能性がある。本来であれば EU 向け輸出を行っている中国内メーカーはそれぞれ

欧州内に唯一の代理人を立てて REACH の登録義務などに対応しなければならないが、実

際問題として中国内の輸出企業全てが欧州内に代理人を立てるのは難しい。ある種の「代

表登録」「共同登録」といった仕組みを求める声は中国産業界にも多かった。 
 
 結局、中国政府はこの声に応えるように ECHA（欧州化学物質庁）の置かれるヘルシン

キに化学代表事務所を設立することを発表している。今後はこの現地代表事務所が中国企

業の物質登録などをサポートすることになると考えられる。 
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３．欧州環境規制に対する我が国の反応と対応 

 

３-１．政府の対応 

 

1）REACH 規則に対する対応 

 

 REACH に対する日本政府のスタンスは、環境保護や健康リスクの低減といった理念には

基本的に賛成しつつも REACH の規則内容が産業や貿易に対する悪影響を与えることを懸

念しているというものであり、その姿勢は米国などとほぼ重なる。 
 2004 年 6 月に日本政府は WTO に対して出したコメントにおいてもその姿勢が鮮明であ

る。同コメントでは総論的な考え方として以下の 4 点を挙げている。 
 
 ①規則の内容に照らして過剰な義務・負担を事業者に課すべきではない。 
 ②EU 向け輸出を阻害し、必要以上に貿易制限的にならないよう配慮すべき。特に成形品 
  に含まれる化学物質の登録について WTO 諸規定との整合性にも問題が生じないよう 
  に配慮すべき。 
 ③OECD 等の場で国際的に実施・検討されている化学品規制制度の国際調和の動きとの 
  整合性を確保すべき。 
 ④EU 加盟国内における規制適用の統一性、透明性、公正性を確保すべき。 
 
 こういった基本的な考えに基づき、規制内容のいくつかの点において具体的な指摘・要

求を行っている。この中で特に機械産業にとって特に重要なのは「成形品に含まれる物質

の登録及び届出」に関する日本政府の指摘である。 
 
 REACH の当初の文案では「サプライチェーンの上流企業によって、その用途においてす

でに登録されている物質については登録免除」といった内容に文言が記されていたが、日

本政府はこの規定に関して「事実上、（登録義務のある）EU 域内のメーカーまたは輸入業

者によって登録された物質を成形品の原材料として使う場合しか該当せず、域外メーカー

の物質を使って成形品を製造・輸出しようとする場合は（すなわち登録済みの同じ物質を

EU 域外の別のメーカー・別のサプライチェーンで調達して使用した場合は）改めてリスク

評価を行って登録しなければならず、（登録義務のある）域内メーカー物質が優遇される可

能性がある」点を問題としている（この文章は政府発表の文言通りではなく、カッコ内の

文章も東レ経営研究所が補足している）。日本政府としてはこの適用除外規定から「サプラ

イチェーンの上流企業」という限定を削除することを要求していた。 
  
 結果的に、REACH 規則の最終版においては「サプライチェーンの上流企業」という文言
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は削られており、形の上では日本政府の要求は受入れられたことになる。経済産業省は 2007
年版の「不公正貿易報告書」の中でもこの点について「一定の改善」と評価している。 
 ただ、文言としては削除されたとは言え、この部分については「一物質一登録」の原則

が完全に担保されたかどうかについては解釈が分かれており、依然としてグレーゾーンに

近い存在になっていることは否定できない。 
 

2）企業サポート 

 

 一方で、経済産業省は企業に対する REACH 情報提供サポートの動きも見せている。そ

の代表的なものとしては経済産業省と産業環境管理協会が中心になって実施した「REACH
規則解説セミナー」が挙げられる。 
 このセミナーは各地域の経済産業局、あるいは業界団体向けに開催するといった形をと

っている。過去の主なセミナーの例は下表の通りであり、セミナーの開催回数トータルは

20 回に達する。 
 

REACH 規則解説セミナー実施例 

主催 開催場所・会場 

北海道経済産業局 + 

（社）産業環境管理協会 

北海道経済産業局 第一会議室にて 100 名規模で開催。 

（2008 年 2月 14 日） 

東北経済産業局 + 

（社）産業環境管理協会 

福島県ﾊｲﾃｸﾌﾟﾗｻﾞ（郡山市）にて 100 名規模で開催。 

（2007 年 11 月 9日） 

経済産業省 + 

（社）産業環境管理協会 

経済産業省講堂にて午前・午後二回、各 200 名規模で開催。 

（2008 年 2月 7日） 

中部経済産業局 + 

（社）産業環境管理協会 

ポートメッセなごやにて 100 名規模で開催。 

（2008 年 2月 6日） 

近畿経済産業局 + 

（社）産業環境管理協会 

グランキューブ大阪にて 100 名規模で開催。 

（2008 年 2月 5日） 

（社）日本塗料工業会 

印刷ｲﾝｷﾜﾆｽ工業会 

日本無機薬品協会  

（社）産業環境管理協会 

東京塗料会館地下会議室にて 120 名規模で開催 

（2008 年 1月 29 日） 

    

日本化学工業品輸出組合 

（社）日本工業品輸入協会 

（社）産業環境管理協会 

消防会館大会議室にて 140 名規模で開催 

（2008 年 1月 31 日） 

 

 

 経済産業省は平成 19 年度調査事業として「中小企業支援調査（欧州の新たな化学品規制

（REACH 規則）の中小製造業に及ぼす影響調査）」を実施しており、このセミナーはその

調査の一環として参加者へのアンケート調査等も交えながら、主に中小企業に対する

REACH 情報サポートを目指したものといえる。また、今年度のセミナーで実施されたアン

ケート調査結果などを元に経済産業省が平成 20 年度以降、新たな支援策を立案することも

考えられる。  



60 

３-２．産業界の反応と対応 

 

1）（社）日本化学工業協会 

 

 日本化学工業会（以下、日化協）は 2003 年の REACH 規制案パブリックコンサルテーシ

ョンに際してコメントを発表しているが、そこでは「この規制提案はそのまま成文化され

るべきではない」という立場を示し、その理由として以下の 3 点を指摘している。 
 
 ①今回の規制案は、欧州域外で製造された化学物質および成形品の輸入に対し障害とな 
  る要素が含まれている。 
 ②今回公開されている条文には極めて曖昧な表現が多く含まれており、また、生産活動、 
  商取引、動物試験実施などの実務面から見て作業性に欠けている。 
 ③現在のサプライチェーンに大きな混乱を生じ、国際的なレベルで化学産業の健全な発 
  展を阻害する可能性がある。 
 
 これ以外に各論として個々の条文の問題点を指摘しているが、日化協には材料・化学系

企業が多いことから、物質や調剤の法的扱いについての不公平を指摘している。特に「物

質が中間体に利用される場合、物質を直接登録することができない域外製造者から輸入す

るより登録義務のある域内製造者の物質を購入する方向にシフトし、域内と域外の格差が

生じる」という不公平製などについての改善を求めている。 
 

こういった条文内容に改正要求と並行して日化協では会員企業などに向けた REACH 対

策取組み支援も強化しており、2007 年 4 月には REACH タスクフォースを設置し、以下の

ような取り組みを行っている。 
 
・ 日化協会員への情報提供と相談対応 
・ REACH の実施に伴う諸問題について EU 関係当局／WTO 等への働きかけおよび

ICCA 傘下の協会および APEC、アジア諸国等との連携等 
・ 関係省庁への意見具申 
・ 国内における下流を含めたユーザー対応 
・ 関連する国内関係協会、工業会との連携、広報活動の充実 
 
また、独自セミナーの実施や「欧州の新しい化学品規制 REACH 対応マニュアル」パン

フレットなどの作成などの取り組みも進めており、日本企業の REACH 対応取組み支援の

ために積極的な情報提供を行っている。 
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2）（社）産業環境管理協会 

 

産業環境管理協会（以下、産環協と略す）は 2007 年 5 月 1 日に REACH 登録支援室を

新設している。 
これは文字通り REACH の物質登録義務に対応するための登録手続きを代行するサービ

スである。REACH においては（欧州内に現地法人を持たない）EU 域外企業は自ら直接物

質登録を行うことができず、欧州側の輸入業者が登録を行うか、または欧州内にある「唯

一の代理人（Only Representative）」を通じて登録することが定められている。 
産環協の登録支援サービスはこの唯一の代理人サービスに日本で対応したものであり、

産環協は英国コンサルティング会社の PTK 社：Protection Through Knowledge Limited
と提携している。 

 
 また、登録支援以外にも、①REACH 登録等に対応できる人材育成を目的とした実務者養

成講座の開設（英国ハル大学での大学院教育を導入） ②企業の REACH に関する各種手

続きや法令解釈等疑問点をサポートするヘルプデスク業務 などを行う。 
これら一連のサービスについては会員制度をとっており、会員登録企業には上記ヘルプ

デスクサービスの他、REACH に関連する最新の情報の提供やオリジナル Q&A 集利用サー

ビスなどをを提供している。 
 

 

4）アーティクルマネジメント推進協議会 

 

2006 年 9 月に設立されたアーティクルマネジメント推進協議会（以下 JAMP：Japan 
Article Management Promotion-consortium と略す）は、アーティクル（部品や成形品等）

が含有する化学物質等の情報を適切に管理し、サプライチェーンの中で円滑に開示・伝達

するための具体的な仕組みを作り普及させるための活動推進主体であり、REACH に対応す

るために川上・川中・川下企業が連携した業界横断的な取組みといえる。 
以下の 17 企業が発起人企業として運営委員会のメンバーとなっている。トータルの会員

数は 2008 年 2 月末現在で 221 企業・団体を数える。 
 

旭化成（株） 

花王（株） 

住友化学（株） 

セイコーエプソン（株） 

大日本インキ化学工業（株） 

TDK（株） 

東芝（株） 

（株）日立製作所 

富士写真フィルム（株） 

富士通（株） 

松下電器産業（株） 

みずほ情報総研（株） 

三菱化学（株） 

三菱電機（株） 

（株）村田製作所 

ライオン（株） 

（株）リコー 
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国内では化学物質や調剤を販売する際に、付帯情報として顧客に MSDS（Material Safety 
Data Sheet）を提供する仕組みが確立しているが、成形品＝アーティクルに関しては含有

化学物質の情報を開示・伝達する類似の仕組みが存在しない。しかし、REACH では成形品

に含まれる化学物質も規制対象になることから、何らかの物質情報提供の仕組みが求めら

れていた。 
 
従って、JAMP の最も重要な活動テーマは、成形品含有化学物質情報を円滑にサプライ

チェーン間で流通させるための共通フォーマットである AIS（Article Information Sheet：
アーティクル情報記述シート）の作成・普及させることにある。JAMP の取組みが実現す

れば、日本において川上から川下への正確・迅速な化学物質情報伝達の仕組みが構築され

ることになり、その動向に対する注目度は高い。 
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４．主要業界団体ヒアリング結果 

 

 以下、4-1～4-4 項までは国内の機械関連主要業界団体に対して EU 環境規制・標準化戦

略が機械産業の国際競争力に与える影響についてヒアリング調査を行った結果である。 
 

４-１．（社）日本自動車工業会 

 

１）欧州環境規制に対する基本スタンス 

 

REACH は現状で不明確なポイントが多く、どの業界団体・企業でも動向をウォッチして

いる段階にあると思われるが自動車工業会も同じ状況にある。 
REACH の要求事項は ELV に比べてかなり幅広いため、ELV での経験を基本にしつつ、

新たな対応方法の検討が必要と認識している。ELV と比べ REACH は対象物質数が膨大で

あり、また消費者への情報開示など新たに課せられる義務もある。当業界だけではないと

思うが、REACH 対応は決して安易ではないと考えている。 
 現在、当会としては法律を深く読込み、解釈が曖昧な箇所はヨーロッパ当局の動向や関

連情報をウォッチしている。REACH は法律であるため、業界でまとまって対応するのでは

なく、法令順守は各社ごとの責務と考えている。当工業会の役割は会員会社が遵守し易い

よう法令解釈や情報を会員と共有をすることである。具体的な REACH 対策に関しては、

各社が独自にサプライヤーと共に取り組む必要がある。 
当会としては今後も情報共有、法律動向のチェックによるサポートがメインとなる。ま

た、当会の会員会社は全て川下産業の大手企業であり、課題が中小企業とは異なる。つま

り、REACH 対応においてサプライヤーへの協力を仰ぐ側にあたるが、サプライヤーに対し

て一方的に情報提供を行っても、不安ばかりを助長してしまう可能性がある。 
 

２）国際間での協力体制 

 

①REACH 対応ガイドラインの作成 

 欧州自動車工業会（ACEA）が中心になって日本自動車工業会（JAMA）、韓国自動車工

業会（KAMA）、ドイツ自動車工業会（VDA）、全米自動車協会（AIGA）、英国自動車工業

会（SMMT）、欧州自動車部品工業会（CLEPA）が共同で、欧州に製造拠点を持つ自動車

メーカー・部品メーカーを対象とした REACH 遵守のためのガイドライン「Automotive 
Industry Guideline on REACH8」を作成した。本ガイドラインは欧州技術産業協会

（Orgalime）の REACH ガイドラインをベースに、自動車産業用にアレンジしている。 
このガイドラインはREACH対応を効率よく、かつ的確に行っていくための指針であり、

                             
8 ACEA ホームページ http://www.acea.be/index.php/files/aig_reach_v2 に掲載 
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対応手法を強制するものではない。REACH はサプライチェーン全体で対応する必要がある

ので、ガイドライン内でフローチャートなどを用いて各段階での役割や義務を示している。 
 

②協力体制の背景 

 日米欧の自動車工業会は ELV 対応で協力してきたため、REACH においても国際間で協

力する土壌がある。ガイドライン作成において特に日米欧が揉めることはなかった。自動

車業界は商品が同じであるため、ガイドラインの解釈の違いによって特定の国が有利・不

利に影響することがないからである。例えば家電のように多品種ある産業に比べると、自

動車はどの企業でも製品の基本的メカニズムが同であるため、ガイドラインを作り易い環

境であると言える。 
 

③意図的放出 

 ガイドラインには意図的放出の範囲についても業界共有の認識となるべきものが示され

ている。自動車における意図的放出物質はウインドウォッシャ液、エアバック展開に伴っ

て放出される膨張ガス（火薬爆発方式ではないエアバッグ）、さらに香料ディスペンサー（日

本車には少ない）などが含まれる。しかし、本ガイドラインに示されている意図的放出は

業界独自の見解であり、法的担保はない。意図的放出に関しては Chapter4-Guideline7 の

Registration of substances in article に明示されている。ちなみに、ブレーキの磨耗は対象

外との見解となっている。 
 

３）サプライヤーに対する働きかけ 

 

平成 19 年 10 月に日本自動車部品工業会（JAPIA）の主催によって国内サプライヤーに

対する REACH に関する説明会が開催され、当会もこの運営に協力した。サプライヤーに

対して法規内容の説明と予備登録に関する協力をお願いするためである。 
日本国内サプライヤーにとっては REACH の一義的な遵守義務はない。よって、インポ

ーターである欧州域内の日系自動車メーカーなどがスムーズに REACH を遵守できるよう

にサプライヤーに協力を依頼している段階であり、基本的にはお願いのレベルである。サ

プライヤーの REACH 対応のために具体的なサポートを行うというのは工業会レベルでは

難しい部分がある。 
説明会に参加したサプライヤーからは調剤と成形品の区別や意図的放出の定義等、法規

解釈に関する質問が多かった。また、自動車産業界としては初めての本格的な説明会とい

うこともあり、この段階では REACH を国際的競争力強化手段として認識するのは難しい

様子であった。 
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４）ヨーロッパ内外の産業に与える影響 

 

REACH がヨーロッパの産業強化につながっている側面はあると思う。例えば、EU 域内

の日系自動車工場が日本国内の自動車部品メーカーから部品調達する場合に部品メーカー

は登録や届出を求められるというケースは十分考えられる。 
その部品メーカーが資金や情報不足などで対応が十分でなければ、完成車メーカーは

REACH 対応を済ませた EU 域内のサプライヤーからの調達を優先するという可能性は考

えられる。結果的に REACH 遵守義務を負う EU 域内の部品メーカーが域外メーカーに比

べて有利になるという側面があるのは否定できない。 
ただし、EU 域内のサプライヤーも REACH 対応のためのコスト負担があるため、一概

に REACH が EU 域内にとって有利、域外企業には不利とは言えない面もある。同様に日

本にとって有利か不利かも判断が難しい。 
 

５）サプライヤーへの対応 

 

①REACH 対応サプライヤーへの見極め 

EU 域外のサプライヤーが REACH 対応でのコスト増加を懸念し、EU 域内への供給を躊

躇するようになれば、EU 域内拠点にとって不利になると想定される。サプライヤーはコス

ト増加を回避するため EU 域内への供給を中止するという選択も十分考えられる。サプラ

イヤーが供給を中止した場合にセットメーカーは他のサプライヤーや代替品を探し、さら

に追加試験をするなど多大な手間がかかる。このためセットメーカーは「サプライヤーが

REACH 対応をしてくれるのか」早めに見極める必要がある。先に述べたヨーロッパにおけ

る Automotive Industry Guideline on REACH では Annex の「Awareness Letter」
「Declaration of intent request letter」を用いてサプライヤーに対応意思の有無を確認す

るよう推奨している。今後の生産活動に支障がないように、サプライヤーへの意思確認と

その後の対策は、タイムラインを明確にして着実に行なう必要がある。 
 

②サプライヤーへの協力依頼 

サプライヤーに対し JAPIA との説明会で予備登録をお願いしているが、登録にかかる手

間、また、第三者に登録を依頼する場合には費用面での負担など課題も多く、全てのサプ

ライヤーが積極的に対応できるかどうかは懸念がある。自動車メーカーが供給を受けた全

製品を登録するのは現実的ではない。特に複数物質の配合など、主要ノウハウになるよう

な情報は開示されず納品されているので、サプライヤー側で登録する必要がある。セット

メーカーはサプライヤーに対して登録を依頼することになるが、対応が困難であるケース

も生じ得る。 
 EU 域内のサプライヤーでも中小企業の場合には、REACH の周知が十分に徹底されてい
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ないと聞いている。この状況で予備登録の開始を今年６月に控えており、EU 域内の各セッ

トメーカーはサプライヤーに対して対応依頼の働きかけをしていると思われる。ただし、

成形品を供給している場合には SVHC の届出を除き、意図的放出でなければ登録の義務は

ない。まず登録が必要なのは EU 域内の工場が域外から調達している調剤、オイル、グリ

ス、塗料など原材料や資材である。自社がどれくらいこれらの供給を受けているかを把握

して、サプライヤーに対し登録依頼をすることが求められる。 
 

６）REACH の今後に関する見通し 

 

日本が欧州 REACH 規則を追い、日本版 REACH を作るかどうかは現状では不透明な状

況にある。現在、今後の化学物質管理のあり方を巡って化審法改正に向けた審議会が始ま

っており、当会としても動向に注目している。 
REACH の運用レベルは EU 加盟国間で差がでる可能性がある。また、ヨーロッパの企

業がどの程度のレベルで REACH 対応をしているか、動向を見守りたい。 
また、ELV の場合は現状４物質（鉛、水銀、六価クロム、カドミウム）が管理対象であ

ったが、REACH の場合には膨大に対象物質が増えるのが避けられないため、特に SVHC
に関しては今後、含有情報収集の体制整備が重要である。 
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４-２．（社）日本電機工業会 

 

1）欧州環境規制に対する基本スタンス 

 

 RoHS や REACH などの欧州環境規制に対応しなければならない時、企業サイドとして

まず強く感じるのは、根本的な「時間軸」に対する EU 当局の考え方が企業活動とでは乖

離が大きすぎるという点である。 
 環境規制の背景にある環境行動計画が 10 年ごとに策定されることからもわかるように、

ＥＵの環境規制の多くは 10 年、15 年といった単位での社会変化を目指しており、REACH
の段階的登録が 2018 年まで設定されているなどというのもその一例といえる。  
 しかし 10 年、15 年といった長期的な政策の時間軸は、スピードが求められる企業活動と

は明らかに整合しない。そういった面では欧州企業も日本企業も条件としては同じであろ

う。ただ、日本のメーカーは、法律にしても事業目標にしても「予め合意された方針、限

定された手続きの中で、目標に至る最短のアプローチを開発し、市場での速やかな対応に

向けての努力を図る」という考え方に慣れているから、REACH などのようにグレーゾーン

が広く、自主的な解釈に委ねられたような法規制、あるいは RoHS のように次々と適用除

外項目の追加や変更が続くような法律には戸惑いも大きくならざるを得ない。法規制自体

は自主的判断の範囲を大きく残し、白黒をつける必要が生じれば裁判で決める、といった

思想自体が日本企業になじまないとも言える。 
 REACH は登録期限が 2018 年まで設定されているが、その間には様々な問題が発生し、

規則内容の変更や見直しがなされる可能性もある。そういった政策的試行錯誤に対応しな

ければならない企業側に「規制（あるいはその変更）に振り回される」といった思いが生

じるのは避けられない。 
  

 

2）欧州環境規制の背景に対する見解 

 

 上でも述べたように、ＥＵの環境政策の背景には 10 年ごとに策定する環境行動計画があ

り、現在は 2001～2010 年までの第６次計画期間にあたる。第 5 次行動計画までは環境規

制については主に「エンド・オブ・パイプ」、すなわち汚染物質や廃棄物の排出に対して規

制をかけるという性格が強かったが、この第６次環境行動計画では新たに重要な考え方が

盛り込まれている。それらを整理すると以下のようになる。 
 

①市場の活用 

 ＥＵ加盟国が２７カ国にまで増え、行政コストも大幅に増大したことで、環境政策につ

いても行政サイドだけで対応するのが困難になりつつあったことがまず指摘できる。そこ



68 

で、環境政策に関しても大幅に企業責任の割合を拡大し、実行責任はもとよりそのための

コスト負担も民間側にシフトさせる方向性が示された。 
 RoHS や WEEE のように、製品流通プロセスのどこかの段階で規制をかけてしまえば、

あとは企業サイドがサプライチェーンを通じてその規制を徹底させざるを得ないという

のは「市場の活用」によって環境政策の実施に関して大幅に企業側の責任を増やす方法論

といえる。REACH もほぼ完全に「民間丸投げ」に近い法律であり、企業側の責任負担、

コスト負担は非常に大きい。 
 EuP 指令ではさらに適合した製品の「ＥＵ域内流通自由化」という方法が盛り込まれ

ており、このようなニューアプローチが環境規制でうまく機能するかどうかの実験といっ

た側面がある。 
   

②情報開示 

 もう一つ指摘できるのが「情報開示」を推進するという方向性である。消費者から問い

合わせがあった場合、SVHC 含有情報を 45 日以内に開示しなければならないといった

REACH の規定の背景には情報開示を推進しようという第６次行動計画の考え方が反映

されたものといえる。 
 
 このように、RoHS や WEEE、REACH などの環境規制には「市場（企業）の活用」「情

報開示の促進」という考え方が大幅に導入されており、そこには第６次環境行動計画の存

在が強く影響しているといえる。 
 2011 年からは第７次環境行動計画がスタートすることになるが、次期計画ではポスト京

都体制もにらんで企業同士の競争を促進するトップランナー方式に近い手法が盛り込まれ

るのではないかという見方もある。今後もＥＵの環境政策が「市場」や「企業」を取り込

んだスキームで進められる公算は大きい。 
  

 

3）ＥＵ環境規制の特性 

 

①ＥＵ内格差の存在と「指令」方式の整合 

 RoHS や WEEE は法律としては「指令」であるから、ＥＵ加盟国はそれぞれの規制が定

める範囲内で決められた期限までに国内法を整備する。この“決められた期限”は実際に遵守

されないケースも多く、同じＥＵ加盟国でも実際の規制スタートは数年程度バラつくのが

周知の状態となっている。 
 こういった事態の背景には、加盟国間での“格差の拡大”という側面が指摘できる。加盟国

が増加した結果、今や同じＥＵ加盟国といってもそこには先進国から発展途上国レベルの

国まで含まれている。つまりＥＵは非常に大きな格差を内包した組織としての性格が強く
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なってきたといえる。 
 従って、たとえば、ドイツなどの進んだ国が国内法整備→規制スタートで先行する一方

で、ある国は同じＥＵ加盟国であってもその後何年もの間その環境規制が適用されない地

域であるという事態が生じることになる。 
 ただ、別の見方をすれば大きな格差を抱えたＥＵにとって、それぞれの国の力の差に応

じて法制化時期の差が許される「指令」という方式は、ある意味非常に便利な方式といえ

よう。国内法整備の遅れた国のメーカーがその国の中だけで製造・販売している限りにお

いては実質的に数年単位の「規制遵守までの猶予期間」を獲得できるのである。 
 
 しかし、日本のメーカーが欧州に輸出する場合は、国内法整備で最も先行した国の施行

時期に合わせて欧州向け輸出品をすべて規制に対応させるのが普通であるから、そんな猶

予期間はないことになる。ＥＵ域内では国によってバラつきが許される規制対応が、域外

メーカーには許されないという意味では RoHS などの「指令」型の法律が日本メーカーの

競争力にも影響している。 
 

②グローバル企業と中小企業の影響差 

 上述の「国内法整備遅れた国のメーカーに結果的に猶予期間が与えられる」というのは、

そのメーカーが国内でビジネスをしている場合に限られる。たとえばまだ RoHS の国内法

が存在しない東欧のメーカーが、RoHS 国内法整備済みのドイツやフランスに製品を輸出し

ようとすれば、RoHS 指令に合致した製品でなければ輸出できない。そういう意味では東欧

メーカーでも日本メーカーでも「RoHS 国内法整備済みの国」に輸出する場合の条件では差

はない。 
 
 ただ、欧州のメーカーの８割は中小企業であるといわれており、中小企業の多くは国内

向け製品しか作っていないという前提に立てば、先に述べた「国内法整備の遅れた国のメ

ーカーが実質的な猶予期間を得られる」という事実は一種の中小企業保護的な側面も持つ

といえる。逆に、輸出メーカーには大企業・グローバル企業の割合が多くなるから猶予期

間がなくても規制対応は可能であるという考え方もないとはいえない。 
 RoHS の場合でも、結局はサプライチェーン内でのコンプライアンスの仕組みまで大手セ

ットメーカーが作り、IEC（国際電機標準会議）での検討も大手グローバル企業が中心にな

って進めている。ＥＵの環境規制には中小企業保護という側面がある一方で、先に述べた

「市場の活用」という部分では主に大企業・グローバル企業に汗をかかせるという傾向が

感じられる。もちろん、「大企業・グローバル企業」の中にはＥＵに輸出している日本をは

じめとするＥＵ域外の大手メーカーも含まれるのは言うまでもない。 
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4）日本メーカーの競争力への影響に関する見解 

  

①競争力への影響がもつ二つの側面 

 日本メーカー製の電機・電子製品で欧州向けであれば、今最も多いのはおそらく中国の

工場で作ったものではないかと考えられる。これは多くの日本メーカーにとってサプライ

チェーン上に存在するリスクの一つであり、「やりづらい部分」といえる。 
 RoHS の含有規制に対応する場合でも、上述のリスクを考慮して日本メーカーでは「閾値

ぎりぎり」ではなく「少し余裕を持たせるレベル」にまで徹底した対応を行ったところが

多い。そのために費やしたコストや労力がメーカーにとって大きな負担だったことは間違

いなく、欧州環境規制による「日本メーカーが受けた悪影響」ともいえる。 
  
 ただ、こういった環境対応が競争力向上につながるという見方も可能である。RoHS に続

いて日本で J-Moss が、さらに中国や韓国やカリフォルニア州などでも同じような含有規制

が続々と制定され、結果的には欧州環境規制が実質的にグローバルスタンダードに近いも

のになってしまった。RoHS の時の技術対応が今や世界の主要マーケットで応用できるよう

になり、結果的に日本メーカーの環境競争力を高めたと見ることもできる。 
 RoHS に限らず、欧州の環境規制による「産業競争力への影響」というのは、見方によっ

て不利にも有利にも捉えられる両面性を持っている。日本メーカーはそういった両面性を

持った規制に今のところ何とか「技術で対応」できている状態と言えるかもしれない。 
  

②日欧の産業構造の差異 

 しかし、現在のような「欧州発環境規制がグローバル化する」という状況が続けば、日

本メーカーの技術力だけでは対応できなくなることも考えられる。日本は結局のところ「高

度な技術でものづくりし、輸出する」ということで国が成り立っている部分があるが、欧

州の場合はものづくりだけではなく法律、保険、コンサル、各種のエージェント、さらに

は NGO 等々の製造業以外の分野でも強い地盤と歴史がある。環境規制や標準化を検討する

という局面では企業と並んでこういったサービスビジネスが重要な役割を果たしている。 
 日本にはこういった産業基盤も歴史もなく、たとえば国際標準化の検討となれば、結局

メーカーが出ていくしかない。これは、日本の製造業の産業構造自体が、いわゆる“製造+
輸出型”であることから、標準化戦略のスタート段階で日本は欧州と比較してハンディを負

っているという言い方もできる。 
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４-３．（社）日本自動車部品工業会 

 

１）欧州環境規制に対する基本的なスタンス 

 

REACH 規制に関して業界団体としてどのように対応していくか、当工業会としては自動

車工業会と綿密に協議している。REACH 規制では部品メーカーも対応する必要があること

から、当工業会としても本格的に取り組まなくてはいけないと認識している。 
特に欧州内に拠点がある部品メーカーに対しては、工程副資材を日本から輸入している

企業が多いことから、「副資材をも含んだ材料関係のサプライチェーンを調査し、管理して

いくことが重要である」と伝えている。今後は部品メーカーの上流にある材料メーカーに

対して REACH 対応の協力を要請していくことになり、例えば日本化学工業会などに自工

会と共同で REACH 規制対応の協力を要請している。 
 REACH 規制は現在の段階では不明確な部分も残っており、どのように対応するべきか難

しい状況であるが、登録者を決めておくことが重要であると思う。REACH 規制では規定上

EU 域内の製造業者、輸入業者または域外の製造業者が指名した代理人しか登録できないこ

とから、例えば輸入業者に登録をさせるのであれば、輸入業者の誰が登録をするのか、代

理人を立てるのであればどの代理人に依頼するのかを明確にしておく必要がある。 
 

REACH 規制は部品の原材料だけでなく、工程内の副資材も対象になるため、例えば部品

を製造する工作機械の潤滑油なども製品に使用される材料素材同様、検討対象になる。よ

って、様々な業界に対応をお願いしなくてはならない。 
ウインドウォッシャ液、ガラス、タイヤ、バッテリーは当工業会の範囲外であるための

で、それぞれの業界団体から加盟企業に対して REACH 規制対応の協力依頼してもらうこ

とになる。 
 
 

２）調剤の解釈問題について 

 

①金属材料 

素材の中で「調剤」の定義が問題になっている。EU 域内で成分調整などし、製品化する

ような鉄鋳物とかアルミのインゴットは調剤として考えるべきと考えている。例えば、板

材、管材、線材等は調剤の考えの対象外としても良いと思うが、法的表現の難しさで判断

しにくい課題となっている。 
このように判断が難しいケースが生ずるのは REACH 規制の内容に明確な解釈がないた

めである。しかし、仮に EU 当局に問い合わせても正確な回答を得ることは難しいであろ

うし、問い合わせることで逆に厳格な解釈を押し付けられる危険もないとはいえない。樹
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脂はポリマー、モノマーの定義が明確でよいと思うが、メタル系の材料は未だに判断が難

しい課題が多い。 
 

②電子部品 

自動車部品の中で重要な位置を占める電子部品に関しても解釈が難しい面がある。例え

ば電解コンデンサーには内部に電解液が含浸されているものがあるが、この液体まで調剤

の対象になるかどうかは解釈が難しい部分である。 
このように REACH 規制の解釈は構成部品について細かいことを突き詰めると、きりが

ない面がある。REACH 規制の対象をどこまで広く、あるいはどこまで深く、細かく捉える

かは企業体によって違いも出てくるため、一様な対応が難しいといえる。 
 

 

３）REACH 規制対応コストの負担 

 

 登録が必要な物質があった場合は、その材料のメーカーが登録・管理することが理想で

あるが、もし材料メーカーサイドで登録ができないのであれば情報を納入業者に提供して

欲しいとお願いしている。材料調達を商社に任せているサプライヤーの場合は、どの商社

が登録するのか明確にしておかなくてはいけない。 
REACH 規制対応の費用をどのように負担していくかは、重要検討課題である。部品メー

カーのみに負担させれば日本の自動車部品業界のコスト競争力は著しく低下するのは避け

られない。材料メーカー、部品メーカー、完成品メーカーがどのように REACH 規制対応

コストを負担していくか議論できれば望ましい。 
 

 

４）欧州内外の産業に与える影響 

 

REACH 規制の狙いとして、EU 域内の産業振興、EU 域外メーカーの排除という側面が

あるのは否定できない。登録情報を受理するかどうかはＥＵサイドに決定権があり、罰則

規定も不明確であることから、日本メーカーはどのように扱われるか不安がある。 
 自動車用の電子部品は日本の得意な分野であるが、半導体等の電子部品には、危険性の

ある物質も微量含有されている可能性があるので、電子部品の成分について厳しくチェッ

クされると日本企業にとって不利になることも考えられる。REACH 規制は欧州域内の部品

メーカーも対応が必要であるが、EU 当局が欧州内外企業と同様に公平な審査をすることに

注目したい。 
 
日本企業の技術力や REACH 規制対応力が欧州と同レベルであるならば、日本メーカー
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は不利なることも考えられる。国民感情は無視できないので、日本国内では日本車、米国

では米国車が売れるように、地元のメーカー（欧州域内）を選択する傾向が強くなるので

はと考えている。同様に欧州の完成品メーカーは技術力も環境規制対応も同じであるなら

ば、地元のサプライヤーを選定すると考えられる。したがって、ますます日本メーカーは、

欧州メーカーより優れた技術力、生産管理システムをベースに、体制づくりをとらなくて

はいけないと考えている。 
EU 域内の大手自動車部品メーカーにとっても REACH 規制対応は大変な作業負荷であ

ると思う。サプライチェーンが欧州域内に留まらず、中国や東南アジアにも及ぶ場合、こ

れらの国のサプライヤーの REACH 規制対応をサポートする必要がある。グローバルに部

品調達をしているメーカーへの影響は大きいと考えている。 
 

 

５）自動車メーカー特有の影響 

 

①REACH 規制対応のコスト負担 

自動車産業は生産台数が多いため 1 台あたりの含有量が少量でも総量は簡単に１トンを

超える物質が多い。その意味で、高懸念物質含有問題が自動車産業に与える影響は大きい。 
また、小規模の部品メーカーはメリットがないので登録するのを躊躇する可能性がある。 

川上の部品メーカーが登録を拒否するとメーカーより川下の部品メーカーに負担のしわ寄

せが来る。材料メーカーと完成品メーカーの間に位置する部品メーカーにとっては REACH
対応コスト負担が増加する可能性が高い。よってサプライチェーン全体でコスト負担が分

担できるようになると望ましい。 
また、登録物質数が多くなると登録手数料がふくらみ、部品／材料メーカーの負担が増

加してしまう懸念がある。成形品の中の成分登録まで必要になった場合、上述のように 1
トンを超えてしまう物質数が多くなるため登録料が増加する可能性がある。特に中小企業

にとっては大きな負担になり、経営上の大きな課題となる可能性が大きい。 
 

②含有量の対象範囲の解釈 

自動車工業会と当工業会で、SVHC 含有量に関する考え方の違いが出てくる部分もある。

ヨーロッパ自動車工業会（ACEA）では 0.1ｗt％閾値の分母は車全体で考えているが、当工

業会としては、部品メーカーとして補給部品を考えると、分母を部品として考えざるを得

ない。完成車に組み込まれる部品に加え、補給品は部品単位で完成品メーカーに納入する

ケースも多いことから、重量分母は部品単位で考えておかなければならない。 
電子部品関係の重量分母になると解釈の意見が分かれる可能性がある。エンジン制御な

どに使われているコンピューター（電子基板）は個々の半導体等単品で修理することは少

なく、基盤単位で修理されていることが多いので基板単位が基準になると考えているが、
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解釈上難しい課題である。 
 

③認証プロセスとの時間的ずれ 

 自動車業界では部品をメーカーに供給する場合に認証のプロセスがあり、量産化する前

に、ある程度の期間が必要になる。従って、SVHC リストが開示されれば対象物質を削減

すべく努力するが、その対応までにはかなりのタイムラグが発生することになる。その対

応が大きな課題でもある。 
また、自動車部品メーカーは製造プロセスに使用される装置メーカーとの連携も強め、

装置メーカーがプロセスにどのような材料を投入し、扱っているか理解してなくてはいけ

ないプロセス内で使用している物質が SVHC 対象になった場合でも早急に対応できるよう

にしておく体制つくりが必要である。 
 

 

６）自動車業界の REACH規制対応ガイドラインについて 

 

REACH 対応に関して、当工業会と海外の自動車部品工業会との間で十分に協議はできて

いない。我々は ACEA のガイドラインに準じようとしているが、Automotive Industry 
Guideline on REACH には自動車メーカーの考え方が明記されているのみで、部品メーカ

ーが実務的に参考にするには難しい部分もある。 
自動車業界のガイドラインにはウインドウォッシャ液などが意図的放出物として記され

ているが、自動車部品に関して言えば、意図的放出に該当するものはないと考えているが、

自動車メーカーをはじめ関連業界と十分なる意見交換を今後とも取っていく。 
 

 

７）消費者への情報提供対応 

 

消費者の請求により 45日以内に安全使用条件に関する情報を提供する義務に関してはサ

プライヤー間の協力が重要になる。また、業界間で関連素材、使用上の安全条件に関して

認識が違っていると消費者に関して一貫した説明ができないので、業界間で共通認識を持

たなくてはいけない。 
45 日の請求でどのような内容が求められるかわからないが、自動車業界は ELV で使用禁

止物質等を明確化しており、また IMDS（International Material Data System）または

JAMA/JAPIA 統一データシートで含有化学物質情報を自動車メーカー等の納入先に報告し

ているので、ある程度は対応できると考えている。しかしその情報提供が十分なものなの

かは大きな課題と言えよう。ユーザー等よりの情報公開の要求があれば、その対応に誠意

を持って努力したい。 
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８）日本版 REACH 規制について 

 

３月末に第２回化審法改正のワーキングがあるが、考えが十分に固まっていない。化審

法の評価基準・方法は曖昧なところが多数あり、この曖昧なところを明確に決めなくては

いけないと意見している学識経験者もいる。しかし、明確な評価を行う責任主体が行政な

のか、産業界なのかという点で大きな課題が残る。行政が産業界に全部任せて、産業界が

全て評価するようになるかもしれない。そのような状況になると現在の欧州の REACH 規

制と同じ状況になり、今回の化審法改正が日本版 REACH 規制につながる可能性も無いと

は言えない。欧州の環境規制は現状、世界の手本になっていることも事実であるからだ。 
欧州当局は環境への取り組みが先進的でデーター保有量も豊富なことに加え、閾値に対

する根拠、登録制度・登録方法などもしっかり構築している。日本で含有量の閾値などを

決めるとなると関係行政機関が関与してくることになるであろうが、それなりの時間も必

要である。いずれにしても日本版 REACH の化学物質管理体制を少しでも早く構築し、運

用することが重要と考えている。 
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４-４．グリーン調達調査共通化協議会（JGPSSI）（事務局：JEITA 環境部） 

 

1）欧州環境規制に対する基本スタンス 

 

 EU の RoHS 指令や WEEE 指令、あるいは REACH 規則といった一連の環境規制の理念

は、化学物質が人間の健康や環境に及ぼすリスクを減らそうというものであるから、これ

自体はどこの国のどんな企業であっても賛同すべきものであり、環境規制の主旨に関して

は反対すべき部分は全くない。RoHS 指令や REACH 規則などはさかのぼれば 90 年代のア

ジェンダ 21 からつながっているものであり、主旨や理念において欧州環境規制に反対する

ものはいない。 
 問題となるのは規制の各論部分にある。日本の法律というのは基本的に極めて厳格なも

のであるが、それに対してＥＵの法規制は日本では考えづらいような「グレー」な部分が

多く、また現実問題として不可能に近いような規制（たとえば REACH 規則の 33 条：成形

品含有物質情報の 45 日以内の提供など）が含まれる場合もある。 
 
 JEITA 内の関連委員会としては、そういった規制を現実に対応しやすいレベルに修正す

るためのロビイング活動も進めており、基本的には日本国内の省庁、あるいはブリュッセ

ルにある JBCE などの組織を通じてという形になる。 
 欧州にも日本の JEITA にあたるような組織（EICTA：欧州情報通信技術製造者協会）が

あるが、業界団体同士での情報交流は実際のところあまりないのが実情である。特に環境

規制対応などの問題については日本メーカーとしても欧州メーカー（団体）にあまり情報

を与えたくないという思いがあるのかもしれない。 
 

 

2）欧州環境規制による負担感に対する認識 

 

①規制対応のボリューム感の差 

 たとえば RoHS 指令などの環境規制の条文の中に明らかにＥＵ外企業に不利な内容が含

まれているかどうかといったレベルで言えば、規制内容自体には不公平な部分はないと言

ってよい。 
 ただ、同じ条件の規制内容であったとしても対応するための負担のボリューム感という

点ではＥＵ企業と日本企業とでは大きな差があると言わざるを得ない。RoHS 指令が対象と

している電気製品・電子製品などの分野では日本メーカーのシェアが欧州においても大き

い。デジカメなどの製品であればおそらく日本メーカーが大半のシェアを持っているはず

で、そういった製品分野を対象に環境規制がつくられれば、規制に対応しなければならな

い製品の数も日本メーカーが圧倒的に多くなる。当然、規制対応に要するマンパワーやコ
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ストなども日本メーカーの負担が重くなる。 
 つまり、同じ内容の規制が公平に適用されるとしても、市場でのシェアが高いメーカー

の方が結果的には大きな負担を強いられるということになるのは避けられないわけで、

RoHS 指令のように日本の得意分野を対象にした規制であれば、日本メーカーの負担は当然

大きくなる。 
   

②法律体系の差 

 RoHS 指令に続いて日本でも同じ 6 物質を対象にした J-Moss が制定され、さらに中国版

RoHS など、各国で RoHS 指令とほぼ同じ形の規制が制定されている。しかし、実際には

規制としての根本的な部分で相容れない部分がある。たとえば日本の J-Moss を例にとった

場合、J-Moss と RoHS は規制対象物質も全く同じであり、除外項目などに若干の違いがあ

るのを除けは「ほぼ同じ内容の規制」にみえる。 
 しかし、実際には RoHS 指令が「含有の禁止」を求める、文字通りの規制であるのに対

して J-Moss は「表示の義務」を定めた規程であり、「含有してはいけない」ことを定めた

規制ではない。 
 日本の法律的な考え方ではＥＵにおける RoHS 指令のように、ある特定の製品分野だけ

を対象にした含有規制というものは成立しえないといわれる。電気・電子製品のみ対象に

した同じような含有規制を作れない日本では「表示の義務」を定めた JIS 規格の形をとる

ことで J-Moss が成立したと聞いている。 
 
 従って、J-Moss では指定物質に関して「含有してはいけない」ではなく「含有がある場

合はオレンジ色の含有マークを貼る」という規定内容になり、マークを貼っていれば含有

製品であっても販売はできる。  
 もちろん、電機メーカーであれば自社の環境イメージ維持のためにも含有マークではな

くグリーンの非含有マークを貼れるように対応するわけで、結果的には欧州でも日本でも

同じように指定物質含有製品は市場から消えることになるが、法的な考え方の基盤は日欧

で全く違っているのは事実であり、こういった差異はＥＵで今後新たな規制が検討された

場合でも問題化する可能性がある。 
  

③言語の差 

 言語のハンデは大きい。ＥＵ以外であっても米国企業であれば英語という「自国語」で

ＥＵが発表する規制内容などを読むことができるが、日本メーカーは自国語で対応出来な

いというのは現場サイドでは大きな障害となる。 
 しかもその規制内容は何百ページといったボリュームを持つ。仮にそれが日本語であっ

ても読むのは一苦労であろうが、外国語で書かれているとなれば内容を全部理解するのは

極めて難しい。翻訳するとなれば欧米企業には不必要なコストとマンパワーがまた増える



78 

ということになる。 
 ＥＵが各種の規制に関して日本語翻訳版を出す可能性は事実上ゼロであろうから、今後

も日本をはじめアジアのメーカーはこういった言語上の苦労を強いられるわけで、最初か

ら自国語での対応がなされている欧米企業との差は非常に大きいといわざるを得ない。 
 

 

3）欧州規制の国際的な広がりに関する認識 

 

 欧州の RoHS 指令に続く形で、同じ 6 物質を対象にした J-Moss が日本で作られ、さら

に中国版 RoHS、韓国版 RoHS などが続いている。REACH 規則に関しても日本で化審法

の強化に向けた検討が始まったことで「日本版 REACH」の可能性が指摘されるなど、「欧

州が先行した環境規制がその後普及して実質的に世界のスタンダード化している」という

傾向が生じているのは事実である。従って、「ＥＵの環境規制に対応しておけば、広く世界

の市場で通用する」とする見方もある。もし欧州の一連の環境規制が本当の意味で世界基

準になるのであれば、「欧州向け対応」を他の国にもあてはめられ、それはそれでメーカー

としても対応する意味がある。 
  
 しかし、実際には欧州の規制と同じものが全くそのまま他の国でも適用されることはな

い。日本でも法律上 RoHS 指令と同じ含有規制を作ることはできないというのは前述の通

りであるが、中国版 RoHS にしても韓国版にしても、規制対象物質が同じであっても対象

となる製品などで違いがあり、結局「少しずつ違う規制がたくさんある」という状態にな

ってメーカーの負担はますます増えるという結果になる。 
 

 

4）企業対応上の問題 

 

 ＥＵが厳しい環境規制を作り、それに対応するためのコストや労力負担が大きいから、

いっそ欧州市場から撤退してしまうという方法は大手のセットメーカーではあり得ないと

言ってよい。 
 日本の大手セットメーカーにとって欧州は北米と並んで世界の重要なマーケットである。

メーカーが欧州を含めた世界市場での販売計画や製造計画を立てたら、あとは何とかして

その計画通りの数字を達成することが求められるのは当然で、新しい環境規制が出来たか

ら欧州市場からは撤退するといった選択肢は考えられない。何とか新しい規制に対応して

その市場で勝ち抜いていかなければならず、RoHS 指令であれ REACH 規則であれ、ある

いは中国版 RoHS であれ、大手のセットメーカーであればそれぞれの海外規制に対して専

任者をつけて情報収集するような対応を実施しているはずである。 
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 もちろん、欧州での販売量が少なく、欧州から手をひいても影響が小さいメーカーであ

れば欧州市場撤退という考え方もあり得ない話ではないが、そのように「環境規制が出来

たことで海外メーカーが欧州から撤退する」というシナリオは、結果的に欧州メーカーの

シェアを高めることになるわけで、見方によっては環境規制が欧州産業の競争力強化につ

ながるストーリーのもっとも端的な例といえるかもしれない。 
 

 

5）日米欧企業の対応状況に関して 

 

 RoHS 指令に関して言えば日本メーカーは早くから準備を始め、内部ではそれなりの混乱

も経ながら結果としては非常に真面目に対応したといえる。アメリカのメーカーも時期的

には日本メーカーと若干のズレはあったものの RoHS 施行間際には相当バタバタしていた

ようで、そういった米国企業の情報はある程度こちらの耳にも入ってきたし、問題認識と

いう点でも日米の企業間での差はあまり感じられない。 
 しかし、欧州の企業の対応ということになると情報としてほとんど伝わってこない。欧

州内にも電気・電子製品の有力なメーカーはあるが、彼らが RoHS に対してどんな対応を

し、どんな対応はしてないのかといった点についての情報はほとんどない。 
 以前の事になるが、JGPSSI の取組みでも、EIA（米国電子工業会）とはグリーン調達調

査の共通化ガイドラインである JIG（Joint Industry Guideline）の発効を承認したのに対

して EICTA は承認しなかったといったように、欧州の動きには日本や米国とは一線を画そ

うという志向が感じられる。RoHS 指令や REACH 規則といった欧州独自の環境規制の背

景にもそういった部分があるといえるかもしれない。 
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Ⅲ章. 産業政策視点からの考察 

 

１．EU 産業政策の方向性と標準化政策の位置付け 

 

１-１．EU 産業戦略の概況 

 
EU 委員会は 2005 年 10 月に、EU の新たな産業戦略の枠組みを発表した。この中では産

業活動のグローバル化と国際競争の激化を前提として、EU 産業、特に製造業の国際競争力

向上に向けた理念がうたわれており、中国をはじめとした海外諸国との競争の激化の中で

産業保護や補助金に頼ることのない産業構造改革を目指している。 
この新産業政策では、製造業と建設業の 27 分野の課題を精査し、幅広い分野に共通の「分

野横断的なイニシアティブ」7 項目と、セクタ－に特化した「セクター別イニシアティブ」

7 項目を重点政策としている。 
 
分野横断的イニシアティブと開始時期 

イニシアティブ項目 開始時期 

１ 知的財産権の保護と偽造品の防止に関するイニシアティブ 2006 年末 

２ 産業競争力、環境、エネルギー分野のハイレベル・グル－プ設立 2005 年末 

３ 競争力、市場アクセスに関する対外政策 2006 年春 

４ 法制度や規制の簡素化プログラム 2005 年 10 月 

５ 技能の高度化、教育や訓練の拡大 2006 年 

６ 製造業の構造改革の円滑な移行 2005 年末 

７ 研究開発や技術革新の一体化 2005 年末 

 
セクター別イニシアティブ 

イニシアティブ項目 開始時期 

１ 医薬品フォ－ラムの創設（R＆D、加盟国別 2006 年 

２ ライフサイエンス及びバイオテクノロジ－戦略の中期的見直し 2006-2007 年 

３ 化学産業と防衛産業の新しいハイレベル・グル－プの創設 2007 年 

４ 欧州宇宙プログラム  

５ 情報通信技術（ICT）の競争力に関するタスクフォ－ス 2005-2006 年 

６ 機械工学政策対話 2005-2006 年 

７ 情報通信技術（ICT）、食品、ファッション、デザイン産業等の分野

の競争力研究シリ－ズ 

 

 出典：ともに駐日欧州委員会代表部 Europe Winter2006 
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 この中で注目されるのは分野横断的イニシアティブの 4 項目めに挙げられた「法制度や

規制の簡素化プログラム」である。 
 REACH 規則はその膨大かつ複雑な内容のために全体の詳細な把握が困難なほどの環境

規制であるが、この REACH はそれまで 40 以上の規則や指令に分散していた化学物質に関

する法規制を一本化しており、形の上では大幅な「法制度や規制の簡素化」に寄与してい

る。 
 実際に、この新しい産業政策の中では法規制の簡素化の目安として法規制の数を 6 割程

度に削減することを目指しており、REACH などは EU の法規制体の削減・整理の流れの

中にある規則であることがわかる。 
 
 ただ、REACH などの規制には単に「法律の簡素化」だけにとどまらず、欧州の対外的産

業競争力向上という狙いがあることは否定できない。このように規制や規格を欧州の競争

力と結びつける考え方は次項で触れるリスボン戦略の頃から現れはじめたと考えられる。 
 
 
１-２. 標準化戦略の位置付け 

 

1）EN の存在 

 
 そもそも EU は異なる国の集合体であることから、EU 内の技術や法規については必然的

に共通化・標準化が不可欠であった。グローバルスタンダード以前の問題として、まず EU
内での共通基準を設けなければ機能しない組織が EU であるとも言える。 
 そこで制定されたのが EN （European Norm＝European Standards：欧州規格）であ

る。EN は EU 加盟国間での貿易の円滑化と産業水準の平準化を図る目的で、本来は EU 内

の地域規格という性格を持っていた。 
 EU にはこれまでにも「玩具指令」「低電圧指令」「医療機器指令」等々、特定製品分野に

関する基準・規格を定めた指令が多数存在するが、EN はこれらの指令に技術規格であり、

EU 内の専門委員会である CEN（欧州標準化委員会）と CENELEC（欧州電気標準化委員

会）が策定する。加盟国がそれぞれの指令に基づいて EN を国家規格に反映させるという

形をとる。欧州における規格適合をあらわす CE マーキングは、製品が EN に適合している

ことを示すものである。 
 
 上述の「低電圧指令」をはじめ「機械安全指令」、「EMC 指令」等々、これまでにも EU
の規制制定によって EU 向け輸出が影響を受けた例は多い。ただ、これらの規格は「環境

保護」といった理念があまり介在しない純粋に技術的なものが多かったことから、欧州規

格への適合が貿易障壁、あるいは国際的産業競争力に影響を与える要素としてクローズア
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ップされることは比較的少なかったといえる。 
 
 
2）リスボン戦略  

 
 2000 年 3 月にリスボンで開催された EU 首脳会議において採択されたのがいわゆる「リ

スボン戦略」である。ここでは 2010 年までに EU を「より良い雇用をより多く創出し、社

会的連帯を強化した上で、持続的な経済成長を達成しうる、世界中で最もダイナミック、

かつ、競争力のある 知識経済に発展させる」ことが目標として打ち出されている。 
 このリスボン戦略の背景には、米国やアジアの経済が拡大する一方で相対的に地位が低

下しつつある欧州経済、慢性的に高い失業率などの問題を改善する必要に迫られた欧州の

状況がある。リスボン戦略の目標の一つである「2000 年現在で 61％だった就業率を 2010
年には 70％に高める」などには欧州の産業競争力を高めることで雇用を創出につなげたい

という危機感が投影されていると言えよう。 
 
 この「リスボン戦略」はその後何度か見直しがなされているが、特に 2004 年の 3 月にブ

リュッセルで開催された EU 首脳会議ではリスボン戦略達成に向けた構造改革の加速の必

要性が指摘され、その中で①国ごとの障壁の撤廃と域内市場の完成 ②産業界の負担を考

慮した「より良い規制」作りの推進 ③政府だけではなく民間の研究開発投資の活発化 ④

競争力閣僚理事会などの効率的な組織・制度作り などの項目が優先事項とされた。 
 ここで注目しなければならないのは②の「『より良い規則』作りの推進」という文言であ

る。この「より良い規則」は前述の新産業政策でも言及された「法制度や規制の簡素化」

に通じるもので、企業の法手続きコストの低減や不要な規則・指令等の削減の達成を目指

している。ただ、ここで言う「より良い規則」には単に従来の規則の簡素化だけではなく、

欧州の競争力向上のための重要なツールとしての意味が込められていると考えることもで

きる。 
 上述の 2004 年 3 月の首脳会議から 7 ヶ月後にあたる 2004 年 10 月、欧州委員会は「欧

州の政策と立法の枠組みにおける標準化の役割」についての声明を発表しているが、その

中では「標準化の活用拡大は、欧州単一市場の実現や企業の競争力向上に有効であったこ

とから今後も活用拡大をサポートしていく」という方針が盛り込まれている。つまりこの

頃には企業の競争力向上のために規制や規格・標準化というものが有効に活用し得るツー

ルであるという考え方が EU 当局にはあったと考えられる。 
 
 そう考えれば、前述のリスボン戦略見直しに際して打ち出された「より良い規則作り」

という指針は、単に欧州加盟国間での共通規則を「良くする」という意味よりむしろ EU
の競争力を高めるために対外的な影響力を持ち得る「より良い規則」という意味が込めら
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れているのを読み取ることができる。 
 
 1993 年に単一市場の形成を目指して発足した EU にとって、EN に象徴される規格・標

準化戦略は当初は純粋に加盟国間の技術共通化を目指した「地域規格」であったが、リス

ボン戦略発表の頃から急速に産業競争力向上のための戦略的手段として位置づけが与えら

れ始めたといえよう。 
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２．EU の環境規制・標準化政策の今後の方向性 

 

２-１. EU規制のグローバル化 

 
 EU の環境規制や標準規格が EU の産業競争力向上に大きな効果を持つ理由の一つが、そ

の規制や規格の適用がその後 EU 以外の国にも拡大し、結果的には一種の準グローバルス

タンダードになってしまうという点にある。 
 その典型的な例が RoHS である。RoHS 指令は 2003 年 2 月に発効したが（製品への適用

は 2006年 7月以降に販売されるもの）、その後同じ対象物質や閾値がほぼ同じ規制が日本、

中国、韓国、米国（カリフォルニア州）などで次々と制定され、さらにオーストラリアな

ど他の国々にも広がっている。 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EU が先行した規制や規格がその後世界のスタンダード化するという流れは ISO の頃か

ら顕著になり始めた。先行して環境規制や標準化を EU 内で設定し、それが事実上のグロ

ーバル基準になることで結果的に「欧州モデル」を世界の産業界に普及させているという

点で、確かに EU における規格標準化は企業競争力に影響を持ち得る戦略的なツールであ

るといえる。 
 EU が産業競争力を技術ノイノベーションや製品価格だけではなく、企業の環境意識や社

会的責任といった抽象的な概念まで含めて広く捉えているのは確かである。それらを規制

や規格といった形で制度化し、世界がその制度を取り入れて結果的に「欧州モデル」がブ

ローバルスタンダードになれば、EU の優位性は増すことになる。 
 
 EU の技術規格に環境問題を織り込み、次章で詳述する「エンド・オブ・サプライチェー

ン」という形の規制にした RoHS や ELV が確かに電機業界や自動車業界のグローバルスタ

日本 J-Moss 
（電機電子機器に含有される化学物質の表示  
  に関する JIS 規格） 
 

中国版 RoHS 

（電子情報製品生産汚染防止管理弁法） 

韓国版 RoHS 
（電気電子製品および自動車の資源循環に関
する法律）→EU の WEEE や ELV も包含 
 

EU 
RoHS 指令 

米国カリフォルニア州法 
（電子廃棄物条例 SB20 ただし規制対象は 
 ﾒﾀﾙ系 4 物質のみ。閾値は RoHS と同様） 
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ンダードとなり、その意味では EU の標準化戦略は一定の成功を収めたことは間違いない。 
 ただ、REACH でも全く同様のことが起きるかどうかは不透明な部分がある。RoHS や

ELV は明確に定められた 6 種類の物質含有に関する技術規格という性格があることから、

他の国がそれをほぼ同じ形の法整備を実施することに大きな困難はない 
 しかし、REACH は技術規格からさらに大幅に踏み込んで極めて複雑なシステムで構成さ

れている。EU においてすら予定通りスムーズに規制運用が進むかどうか疑問視する声があ

るほどの規制が、他の国で同じように整備されると考えるのは難しい。REACH は世界の産

業界を巻き込み、EU 域外・域内メーカーの産業競争力にそれぞれ大きな影響を与え得る規

制であるが、あまりに複雑・膨大なシステムだけに、逆にグローバルスタンダード化には

障害が多いことも考えられる。 
  
 日本では経済産業省、厚生労働省、環境省の三省庁が化審法の改正に向けた検討が 2008
年の 1 月からスタートし、2009 年の通常国会に改正法案を提出するスケジュールに元に改

正作業が進んでいる。 
 この改心法改正においては EU の REACH 規則や米国の TSCA の動向も踏まえて国際的

な制度調和を図ることが重要な目的の一つになっている。従って、REACH の内容を意識し

た改正検討が行われるのは確実であるが、これがそのまま「日本版 REACH」と言える法改

正につながるかどうかは今後の動向を見守る必要がある。 
 
 
２-２. 新たな標準化の動き-ISO26000- 

 
 現在、EUから発信されて世界中に広く影響を与えている規制にはRoHSやELV、REACH
といった環境問題に関連したものが多い。環境問題が世界的に重要な改善課題であり、“誰

も反対できない”テーマであることを考えると、EU が今後も新たな環境規制を打ち出して

くることは十分考えられる。 
 ただ、EU の規制・標準化グローバル化戦略が環境問題以外の分野に広がることも念頭に

置く必要がある。その一つとして指摘できるのが、企業の社会的責任という、環境問題以

上に抽象性の強い概念を標準化しようという ISO26000 である。 
 
1）国別企業責任ランキング 

 
 企業の社会的責任、いわゆる CSR（Corporate Social Responsibility）は企業の評価基準

の一つとして日本の企業の間にもかなり浸透しているが、EU においては CSR 的な考え方

を国家政府の社会的責任にあてはめる、あるいはCSR自体にある種のルールを設けて「CSR
を標準化」させるという考え方が存在していた。 
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 2005 年の 4 月にブリュッセルで EU 委員会の雇用・社会総局と英国の NGO 団体である

Accountability の共催で「グローバル経済の中で欧州の競争力の推進となる CSR」と題す

る会議が開催された。以下に JETRO のレポート（ユーロトレンド 2005.7）の報告を元に、

同会議の内容を整理する。 
 
 この会議では英国政府が発足させた「責任ある競争力コンソーソアム（The Responsible 
Competitiveness Consortium）」が研究発表を行っているが、同コンソーシアムには上述の

EU 委員会雇用・社会総局も資金提供している。従って、同コンソーシアムの研究が英国政

府はもちろん EU 委員会によってもサポートされたものであることを認識しておく必要が

ある。 
 同コンソーシアムはこの会議で NCRI という指標に基づいた順位ランキングを発表して

いる。この NCRI（National Corporate Responsibility Index：国別企業責任指標）は、①

コーポレートガバナンス ②倫理的なビジネスプラクティス ③改善に向けた政策形成 
④人的資本の構築 ⑤市民社会との対話・働きかけ ⑥公共財政への貢献 ⑦環境マネジ

メント という 7 つの説明要素を元に、前述の英国 NGO 団体 Accountability が作成した

ものである。 
 
 このランキング作成のための各国指標データの収集には改善余地があることは

Accountability も認めているが、EU 委員会と会議を共催する NGO 団体が作成したランキ

ングであることを考えれば、この国別指標は企業責任と、その国別優劣について EU 当局

がどのような考えを持っているかを表す指標にもなっているといえる。 
 この時の NCRI ランキングでは上位 5 カ国は全て北欧諸国、さらに上位 20 カ国のうちの

7 割にあたる 14 カ国が欧州で占められており、日本は 22 位、米国が 23 位に位置付けられ

た。この NCRI と、後述する RCI 指標とを組み合わせた評価で、上位 16 カ国は「国家の

責任度値がプラスであり、現在の CSR 活動が国家競争力強化を図る潜在力を持つ」とされ、

日本や米国をはじめ台湾、韓国、中国などを含む下位諸国は「企業の CSR 改善がない限り、

将来的な経済成長のマイナス・リスクになる」とされた。 
 
 上で触れた RCI（Responsible Competitiveness Index：責任ある国家競争力指標）とは、

前述の「責任ある競争力コンソーソアム」が 2003 年に発表した国別ランキングであり、ス

イスの研究機関 WEF（世界経済フォーラム）が発表している国際競争力ランキングと前述

の NCRI とを組み合わせたものである。以下に RCI と NCRI、および世界経済フォーラム

が発表した国際競争力ランキングの 2004/5 年版を掲げる。この NCRI ランキングは 2005
年に更新された RCI ランキングに基づいているとみられ、日本や米国などの NCRI 順位も

上述の 22 位、23 位からアップしている。 
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  RCI、 NCRI、および国際競争力指標の主要国ランキング 

 RCI 順位 NCRI 順位 国際競争力順位 

（順位対応調整） 

フィンランド 1 2 1 

デンマーク 2 4 4 

スウェーデン 3 1 3 

ノルウェー 4 12 5 

スイス 5 3 6 

米国 6 11 2 

英国 7 5 9 

オランダ 8 6 8 

オーストラリア 9 8 11 

オーストリア 10 14 14 

ドイツ 12 9 10 

日本 14 18 7 

ベルギー 15 15 21 

フランス 18 17 22 

スペイン 19 21 19 

ポルトガル 25 27 20 

チェコ 30 26 32 

ギリシャ 31 33 30 

イタリア 37 35 39 

中国 40 66 38 

インド 44 43 46 

ブラジル 48 37 48 

出典：AccountAbility「Corporate Responsibility a Draiver of EUropean Competitiveness」から抜粋 
 
 RCI も NCRI も、言わば欧州の一団体が独自調査で発表した数字であり、現在の段階で

はそれ自体が日本企業に対して大きな影響力を持つものとは言えない。しかし、これまで

国の産業競争力の指標として挙げられた売上や技術力、生産効率等々の指標に加えて企業

の社会的責任を競争力の重要な要素として取り入れ、さらにそれを国家の競争力そのもの

に結びつけるという EU の考え方は、日本にはないものといえる。 
  
 
2）CSR の国際標準化 

 
 このような企業の社会的責任を、単に必要性として認識するだけではなく規格化・標準

化しようという動きが現在の ISO26000 の策定である。環境保護という理念を標準化戦略

に融合させたのが RoHS や REACH であるとすれば、この ISO26000 はさらに抽象的な企

業の社会的責任という概念と標準化戦略を組み合わせたものということができる。 
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 ISO 規格ではこれまで品質管理に関する規格を定めた ISO9000 シリーズ、環境マネジメ

ントに関する規格を定めた ISO14000 シリーズが知られているが、これに対して ISO26000
は「組織の社会的責任ガイダンス規格」とされる。 
 この規格はその名が示すとおり、企業はもちろん行政なども含めたすべての「組織」に

おける社会的責任を標準化した規格である。従って CSR（企業の社会的責任）から C を取

って SR（社会的責任）に関する規格とされ、また、ガイダンス規格であることから ISO14000
などのようないわゆる「認証規格」ではない。規格の作成は 2005 年からスタートし、現在

もその規格作成作業が続いている。 
 
 規格作成にあたっては 6 つのステークホルダー（政府、産業界、労働界、消費者団体、

NGO/NPO、専門家その他）による検討で作成することが原則になっており、これまでにも

複数の WG による検討作業が続けられていることから、現在のところ公開されているのは

検討過程での作業文書などにとどまっている。 
 ただ、組織の社会的責任を表す 7 つの要素として「環境」「人権」「労働慣行」「組織統治」

「公正な事業活動」「コミュニティ参画・社会開発」「消費者問題」という要素が挙がって

おり（シドニー総会 NGO/NPO 向け東京報告会資料 2007.2.15）、そこには前項で触れた

「NCRI の 7 つの説明要素」と重なる部分も多い。 
 ISO26000 は最終的に 2009 年末の規格として成立する予定となっており、最終形が公表

されるまでにはまだかなりの紆余曲折が予想される。  
 
 我が国には企業の社会的責任について定めた公的な規格は存在しないが、それにやや近

いものとしては日本経済団体連合会（日経連）が 1991 年に制定し、2004 年に改訂した「企

業行動憲章」と、その実行手引き（2007 年 4 月第 5 版）が挙げられる。 
 この企業行動憲章では以下に掲げるように企業としてのあるべき 10の原則が提示されて

おり、「環境問題への取り組み」や「社会とのコミュニケーション」など、NCRI 評価要素

や ISO26000 における社会責任の要素と重なる部分は多い（次頁参照）。 
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参考：経団連による企業憲章の 10 原則 
1.社会的に有用な製品・サービスを安全性や個人情報・顧客情報の保護に十分配慮して開発、

提供し、消費者・顧客の満足と信頼を獲得する。 
2.公正、透明、自由な競争ならびに適正な取引を行う。また、政治、行政との健全かつ正常

な関係を保つ。 
3.株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションを行い、企業情報を積極的かつ公正に

開示する。 
4.従業員の多様性、人格、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保し、ゆと

りと豊かさを実現する。 
5.環境問題への取り組みは人類共通の課題であり、企業の存在と活動に必須の要件であるこ

とを認識し、自主的、積極的に行動する。 
6.「良き企業市民」として、積極的に社会貢献活動を行う。 
7.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは断固として対決する。 
8.国際的な事業活動においては、国際ルールや現地の法律の遵守はもとより、現地の文化や

慣習を尊重し、その発展に貢献する経営を行う。 
9.経営トップは、本憲章の精神の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、社

内に徹底するとともに、グループ企業や取引先に周知させる。また、社内外の声を常時把

握し、実効ある社内体制の整備を行うとともに、企業倫理の徹底を図る。 
10.本憲章に反するような事態が発生したときには、経営トップ自らが問題解決にあたる姿

勢を内外に明らかにし、原因究明、再発防止に努める。また、社会への迅速かつ的確な情

報の公開と説明責任を遂行し、権限と責任を明確にした上、自らを含めて厳正な処分を行

う。 
出典：（社）日本経済団体連合会 企業行動憲章（2004.5.18） 
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Ⅳ章. 環境政策視点からの考察 

 

１．欧州環境政策トレンドと環境規制の位置付け 

  

１-１.環境行動基本計画 

  
 Ⅰ章でも触れたように、EU の様々な環境規制の根幹には第 6 次環境行動計画の存在があ

る。この第６次行動計画には気候変動など「4 つの優先分野」に加え、計画の目標を達成す

るための方法論である「戦略的アプローチ」としていくつかのポイントが掲げられている

が、この第６次行動計画の戦略的アプローチの考え方はその後の EU 環境規制にもかなり

投影されている部分があると考えられる。戦略的アプローチは大きく 5 つのポイントに整

理することができる。 
 
 第 6次行動計画における戦略的アプローチ 

 ①既存 EU 法の確実な達成に向け、司法裁判所や加盟国による監視強化 
 ②あらゆる政策領域に環境要素を統合 
 ③産業界・消費者の関与を強め、持続可能な市場メカニズムを構築 
 ④適切な、しかもアクセスしやすい環境情報を市民に開示 
 ⑤土地利用際する環境配慮意識の重視 
 
 この中で特に問題になるのが③である。持続可能な市場メカニズム構築のために「産業

界・消費者の関与を強める」という考え方は、次項で触れるように RoHS や ELV などにみ

られる「環境保護の責任と負担をメーカー側にシフトする」という流れに直結していると

いえる。 
 また、産業界とともに環境政策の推進に消費者の関与を強めるという考え方も REACH
の 33 条などに反映されているといえる。この 33 条は成形品が含有する SVHC 情報に関し

て、含有量が 0.1wt%を超えている場合は（届出義務が発生する 1t／年に満たない量であっ

ても）川下ユーザーや消費者から要請を受けた場合、45 日以内に「物質名その他安全使用

を認めるに十分な情報を無料で提供」しなければならないと定めている。 
  
 このように条文の中で情報開示の要求主体として消費者を明記し、成形品メーカーの情

報開示相手として重要なポジションを与えたことはREACHの大きな特徴の一つであるが、

これもまた上述の第６次環境行動計画が反映された結果といえよう。 
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１-２.戦略的アプローチの背景 

  
1）行政コストの限界 

 このような、言わば「市場原理活用型環境政策」と呼ぶべき方法論が求められる理由と

して、次章の国内ヒアリング調査等で指摘されているのが EU 自体の行政コストの増大で

ある。 
 EU 予算の国別拠出比率はドイツ・フランス・イタリアの 3 カ国でほぼ半分を支えるとい

う状況であるが（2005 年は 3 カ国で 51.1％：外務省資料）、一方で加盟国は従来の 15 カ国

から現在は 27 カ国にまで拡大している。経済規模の小さい加盟国が大幅に増えたことで予

算的にはむしろ厳しさが増したとも言える。 
 EU ないでも環境優等生として知られるドイツにおいても下し示した参考データが示す

ように環境保護のための公共セクターの支出はむしろ減少している。 
 
 参考：ドイツの環境保護対策支出推移（公共部門） 

Eurostat 「Statistics in focus 、Environment and Energy」 

Environmental Protection Expenditure in Europe by Public Secyor and Specialised Producers 1995-2002 の 

データを元に東レ経営研究所作成 
 
 行政サイドでは環境対策支出を大幅に増やし得る予算余力は少なくなっており、一方で

環境保護対策はこれまで以上に切迫した問題となっている。こういった状況の中で、環境

保護に向けたコストや労力といった負担を行政以外のセクターから産業セクターにシフト

する必要性は高かったといえ、これが近年の「市場原理活用型環境政策」の大きな背景に

なっている。 

ドイツ公共部門の環境保護対策支出推移
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2）エンド・オブ・サプライチェーン 
 
 環境保護コスト負担を産業セクターにシフトするにあたって EU 当局が考えた方法論は

極めて巧みなものであったといえる。 
 第 6 次環境行動計画以前の EU の環境規制は、大気汚染防止や廃棄物焼却、あるいは水

質管理等々に関して、いわゆる「エンド・オブ・パイプ」型の規制が中心であり、その意

味では日本の環境規制と基本的な部分で大きな違いはなかった。 
 
 RoHS や ELV などの環境指令は電気・電子製品や自動車などの製品分野を対象とした有

害物質の含有物規制という形をとっており、つまり原料→部品→製品という流れの中の最

後の部分に規制をかけたということになる。 
 いったん最終製品に規制をかけてしまえば、セットメーカーが仕入れる部品、部品メー

カーが仕入れる材料へと遡って規制物質の含有をチェックする責任は行政ではなく、事実

上セットメーカーが負うことになる。つまり製品流通の最後の段階で規制をかけることで、

実際にはサプライチェーン全体の物質管理体制をセットメーカーの負担で形成させること

が可能になる。 
 つまり EU 当局は環境規制にサプライチェーンという概念を取り入れることで文字通り

「市場メカニズムを使った規制」を達成したことになる。EU は自ら広い業界をチェックす

ることなく、セットメーカーを使って間接的に広い産業界に規制を遵守させることが可能

になった。そういう意味では RoHS や ELV はこれまでの「エンド・オブ・パイプ」から「エ

ンド・オブ・サプライチェーン」という巧妙な方法をとった環境規制であると言えよう。 
 また、自動車や電機といった業界の最終セットメーカーには世界的な大手メーカーが多

い業界であることも指摘しておく必要がある。いわば、RoHS や ELV は規制遵守の管理責

任自体を企業、特に業界の中心を成す大手グローバル企業に負わせることで｢産業界の関与

を強める｣ための仕組みであったと言うことができる。 
 
 
3）消費者セクターの関与 

 
 環境規制にサプライチェーンという概念を取り入れるという考え方は REACH 規則にも

強く投影されている。ただ、REACH は RoHS や ELV よりもさらに一歩踏み込んだシステ

ムが取り入れられており、それが「環境規制メカニズムに消費者セクターを関与させる」

という方法論である。 
 REACH では成形品における SVHC0.1wt%超含有に関し、川下ユーザーまたは消費者か

ら含有物質情報提供の要請があった場合、メーカーは「無料で 45 日以内に情報を開示」し

なければならないと定められている（REACH 規則 33 条）。。 
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 成形品には衣服や文具から家電、自動車に至るまで、事実上ほとんどの消費財が含まれ

る。その消費者ということになれば、成形品メーカーにとっては特定することのできない

「不特定多数」のユーザーということになる。従って、不特定多数の消費者からの情報開

示要請に対応しなければならないことを定めた 33 条の内容は最終製品（成形品）メーカー

にとって大きな負担になりかねないリスクと一般には捉えられている。 
 
 ただ、視点を変えて考えれば、これは EU 行政当局が成形品の SVHC 含有に関する監視

責任を消費者や NGO といった市民セクターにシフトした結果と表現することもできる。サ

プライチェーン全体の規制遵守責任はセットメーカーに負わせるという RoHS やELV の手

法を継承しつつ、さらに規制の監視責任を市民セクターのシフトさせた環境規制が REACH
であるといえる。 
 企業にとっては自社が環境規制を遵守する、あるいはサプライヤーに遵守させるとこと

は負担を伴う。しかし、メーカーに対するチェックと情報開示要求を NGO などが主体とな

って行えば、行政以上に積極的・徹底的に実施する可能性も十分ありえる。 
 実際、欧州内の環境 NGO などは、REACH の SVHC 物質リストが公開されたら最終製

品メーカーに問い合わせを送る準備を進めているとされ、すでに「問い合わせ用のフォー

マット」まで NGO の間で流通しつつあることを欧州の有力環境コンサルタント会社などが

指摘している。 
 

 このように考えると、本章冒頭に述べた第 6 次環境行動計画の戦略アプローチの一つと

して示された「産業界・消費者の関与を強め、持続可能な市場メカニズムを構築」すると

いう EU の考え方は、「エンド・オブ・サプライチェーン」という概念を取り入れた RoHS
と ELV、そしてさらに REACH において「消費者に監視させる」という巧妙な手法を導入

にしたことで、まさに現実のものになったといえる。 
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２. 環境規制の新手法に対する EU 内の評価 

 

２-１. EU 当局の見解 

 
 これまでに述べてきたように、RoHS や ELV、あるいは REACH などの環境規制は市場

メカニズムを活用するという目的に沿って、これまでにない「エンド・オブ・サプライチ

ェーン」型の手法をとっている。このような環境規制の新手法対して、その実施主体であ

る EU 委員会あるいは EU 議会などは基本的には「化学物質による人体や健康へのリスク

を低減」「水や土壌等の環境への化学物質汚染リスク低減」などの公式的なスタンスをとっ

ている。 
 REACH 規則の主旨には「欧州産業界の競争力強化」という理念もうたわれているが、こ

こでいう競争力の強化とは、欧州メーカーの製品が REACH に対応することで化学物質リ

スクの低い、いわゆる「環境にやさしい商品」としての競争力を高め、それが最終的には

世界市場おける競争力の向上につながるというロジックで一貫している。 
 EU の環境規制ではさらに高リスク物質から安全な物質への代替を促進するという側面

も強調されているが、ここでも欧州企業が代替物質の開発を促進することによる国際競争

力の向上を期待している。 
 また、こういった当局サイドの公式見解に加え、たとえばリスクの高い化学物質の使用

が制限されることによって欧州メーカーの工場従業員の健康被害が減少し、労災補償コス

トが減ることで企業の財務体質向上につながる可能性を指摘する声などもある。 
 
 これらは言わば REACH などの EU 環境規制が欧州産業界に与えるメリットとして想定

される要素であるが、EU の環境規制によって欧州の産業界が受ける影響はメリットだけで

はないという声は欧州内部でも多いのは事実であり、たとえば REACH についても EU 当

局の中での意見の相違、あるいは当局と産業界との意見の相違が大きい。EU 内部での意見

の相違を調整する作業は現在もまだ完全に終わっているとは言えず、2007 年 6 月に発効し

た REACH 規則の細部に未だ不明・未確定な部分が残っているのは EU 内部での意見の一

本化がまだ途上にあることの現れであるといえる。 
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２-２. RoHS と REACH の並立に関する見解（EU委員会レポート） 

 
 RoHS や REACH などの環境規制によって、産業界を中心としてどのような影響がある

かという点については EU 当局内でも様々な評価・検討がなされている。 
 
 その一例として、以下に掲げるのは EU 委員会が 2007 年の 12 月に発表した RoHS 指令

に関する調査研究の一部である（ただし、ドラフトファイナルレポートであり、最終決定

稿ではない）。ここでは RoHS 指令が施行した後に REACH が加わったことで、両者の間に

どういった相乗効果や摩擦が起こりえるかという点について言及されている。複数の環境

規制が並立することによる影響を EU 当局サイドがどう見ているかを知る上で参考になる

資料といえる。以下にその要旨を整理する。 
 
REACH と RoHS の相乗効果が期待される点 

 

 REACH と RoHS は、自由経済を保証しながらも、健康と環境を保護し、高懸念物

質を、よりリスクの小さい物質による置き換えることを促すという点で、似通った目的

を持つ。 
一方で、RoHS が特定の製品分野における特定物質を対象とするのに対し、REACH は

EU 内に流通する全ての化学物質を対象とするなどの相違もあるが、このように基本的

性質の似た規制が存在することで、以下の諸点のような相乗効果が考えられる。 
 
①物質の登録向け文書や認可過程のおかげで、（今後）RoHS の対象となりえる化学物

質についての科学的なデータが実質的にメーカーや輸入業者の負担によって集積さ

れる。 
②EU 委員会に、RoHS 適用除外項目の見直しに役立つ化学物質データが集まる。 
③高懸念物質の代替可能物質についての情報が集まる。 
④RoHS の規制物質に対して提案された代替物質には、確実に RoHS 規制物質よりも

高い安全性がある。登録が必須となることで、危険性に関する情報も集められるため。 
⑤制限処置により、廃電気電子機器に含まれる物質の危険性への新しい対処法が見つか

る。RoHS によって禁止するよりも、電気電子機器における物質使用方法をより厳密

にコントロールできるようなる。 
⑥電気電子機器に使われている全ての物質はその使用方法において安全であることが

登録手続きや CSR (化学品安全性報告書)によって確証される。CSR は物質の生涯を

通じた危険性についても査定し、危険管理方法に言及することになっている。報告書

の条件外での物質使用については、ユーザーが新たな査定を行うか、あるいは年間 1
トン未満の使用に限定される。 
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⑦欧州化学物質庁が電気電子機器メーカーに、使用する物質の性質や安全な管理方法を

伝達することができる。 
 
REACH と RoHS の潜在的な摩擦点 

 
 REACH と RoHS には潜在的な摩擦点、期待される相乗効果が薄れる恐れのある部

分が存在している。主な原因は、指令運用に関するタイムスケジュールのズレや登録免

除内容、認可手続きにおける要求が異なる点に求められる。 
 
①REACH の導入プランは 2018 年を完了地点として徐々に推し進められており、最初

に登録が必要なのは、大量に製造あるいは輸入される物質である。従って、電気電子

機器に使われている物質の情報が、RoHS の 4 年毎の適用除外項目更新時にそろわな

いことがありえる。 
②製造又は輸入される量が、製造者あるいは輸入者あたり年間 10 トンに満たない物質

については、CSR を作成する必要がない。よって電気電子機器に使われる特殊な物

質について情報が報告されない事態が生じる可能性がある。つまり REACH に基づく

情報収集では RoHS に利用できない場合がありえる。 
③REACH の認可手続きは時間をかけて段階的に導入される。Annex XIV に最初に選

択される物質如何によって、RoHS のタイムスケジュールと整合がとれなくなる場合

がある。 
④RoHS が適用除外項目と禁止物質の最大許容量（閾値）を Annex に定めているのに

対し、REACH においては、Annex XIV に記載されている物質の使用について個別

に認可申請を行う必要がある。安全な使用の確証という目的で何が具体的に審査の対

象になるかによって、申請ごとに異なった条件や制限が課せられる可能性がある。そ

うなると、REACH に基づく審査結果と、RoHS の適用除外規定に矛盾が生じる可能

性がある。 
⑤REACH における認可は期限つきであり、この期限は認可内容ごとに個別に設定され

る。この認可期限と、RoHS の適用除外項目見直し時期にズレが生じる可能性がある。

REACH においては物質使用法の安全性が立証されなくとも、その使用による社会的、

経済的恩恵がコストより重要である場合、申請は認められる。一方、RoHS の適用除

外となるのは科学的、技術的に代用が不可能と見なされたケースのみである。従って、

REACH が RoHS の禁止する使用法を認める可能性がある。 
 

出典：Study of the RoHS Directive No30-CE-0095296/00-09 Draft final report (2007.12) 
（翻訳は東レ経営研究所 ただし逐語訳ではない） 
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 このレポートで指摘されているように、RoHS と REACH の相乗効果は主に「より多数

の物質についてより詳しい情報が集まり、それらの情報をより有用に使える」といった部

分であることがわかる。たとえば、現在は含有規制対象物質を 6 つに絞っている RoHS が、

対象物質数を増やす場合の基礎的な評価データを REACH での収集情報から得る、あるい

は適用除外の可否を判断する際のデータを REACH で収集情報から得るといったことが今

後行われる可能性は高いといえる。 
 このように、REACH と RoHS の相乗効果として期待されるのが主に「EU 委員会を初め

とした行政サイドにとってのメリット」であると表現できるのに対し、両規制の摩擦点と

して指摘されている部分には産業界にとって重要な問題点が存在している。  
 たとえば、摩擦点の④や⑤で指摘されている「両規制の間での矛盾の発生」の可能性は、

今後 REACH の本格的運用が始まれば企業サイドにとっては大きな問題となる可能性があ

る。 
 
 
２-３．国連大学レポートにおける WEEE のコスト影響評価 

 
 国連大学では欧州の WEEE 規制に関する膨大な調査研究レポートを 2007 年 8 月に発表

している（2008 Review of Directive 2002/96 on WEEE）。ここでは WEEE の様々な影響

や問題点などが指摘されているが、その中で WEEE によって発生するコスト負担の将来的

増大可能性が指摘されている。 
   
 国連大学では EU 内で 2003 年から稼働している 5 つの制度（注 2005 年以前から利用

されているノルウェー、スイス、スウェーデン、オランダ、ベルギーの制度）の平均コス

トを元に、WEEE によって発生するコストを試算しているが（EU27 カ国にわたるシステ

ム立ち上げのコストを除く）、これによると WEEE で家電や電子機器の回収・処理に要す

る経済的負担は大きく増大することが見込まれている。 
 2005 年においては実際の回収レベルで回収・リサイクルに要するテクニカルコストは

EU 全体で約７億６000 万ユーロ（約 1,222 億円）であるが、2020 年時点で仮に最大限の

回収（大型製品の 75%、小型製品の 60％）を達成したとすると、トータルコストはおよそ

30 億ユーロ（4,800 億円）規模に増大する。 
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 WEEE 指令が EU27カ国に与える経済的影響見通し 

（上記指令が完全に実用段階に入っていることを前提として） 

テクニカルコスト（単位：百万€） トータルコスト（単位：百万€）  

年 現行回収率の場合 最大回収率の場合 現行回収率の場合 最大回収率の場合 

2005 764 
（約 1,222 億円） 

1,692 
（約 2,700 億円） 

935 
（約 1,496 億円） 

2,045 
（約 3,272 億円） 

2006 783 
（約１,253 億円） 

1,735 
（約 2,776 億円） 

959 
（約 1,534 億円） 

2,097 
（約 3,355 億円） 

2011 889 
（約 1,422 億円） 

1,970 
（約 3,152 億円） 

1,089 
（約 1,742 億円） 

2,381 
（約 3,810 億円） 

2020 1,125 
（約 1,800 億円） 

2,492 
（約 3,987 億円） 

1,377 
（約 2,203 億円） 

3,012 
（約 4,819 億円） 

注 1：テクニカルコストは回収とリサイクルに要するコストであり、回収資材による歳入も考慮している。  

トータルコストではそこに保証金や引当金、間接費等が加わる。  

注 2：カッコ内の円表示はは 1€＝160円で東レ経営研究所が日本円に換算したもの 
 
 国連大学のレポートでは、このようにコストが増大する可能性がある要因として  
 ①今後追加的に発生すると予想される回収コストの増大分が相当の規模になる  
 ②今後の制度改正等でコストが増大する可能性がある 
 などのポイントを指摘している。 
 
 ただ、いずれにしても WEEE のような環境規制では廃家電全体のボリュームに占めるリ

サイクル回収比率や、今後の電気製品技術・リサイクル技術の動向によっても左右される

部分があることは同レポートでも触れられており、前掲の表はあくまでも将来的な試算と

して捉えている。 
 しかし、多少のブレがあったとしても WEEE によって欧州全体で負担されるべきコスト

が将来的には軽く数千億円規模のものになる可能性は大きい。WEEE では製造メーカー側

のコスト負担ウェイトが大きいが、これらのコスト負担が製品価格に転嫁されるという前

提にたてば、最終的には欧州内の消費者がこれらのコストを負担するということになる。 
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Ⅴ章．競争力強化策としての環境規制・標準化戦略考察 

 

１．産業競争力への影響に関する考察 

 

 Ⅲ・Ⅳ章でみた産業政策・環境政策両視点からの考察をまとめると以下の図のようにま

とめられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 近年の欧州環境規制は「環境という世界共通課題を取り込むことで世界に強い影響力を

発揮し得る標準化戦略」、「市場メカニズムを使って行政負担を増やさずに実効のあがる環

境政策」という二つの融合的な側面を持つといえる。本章ではこのような欧州の戦略によ

る産業界への影響や対応の方向性などについて考察する。

●特定業界だけに限らず世界のほと 

 んどの業種の製造業を影響下に 

★企業への監視・チェック機能を 

 消費者側にシフト 

ELV、RoHS などの「環境規制型技術規格」 

★製品が市場に投入される際の規制という

技術規格的スキームを導入した「エンド・オ

ブ・サプライチェーン」型の環境規制へ 

●技術規格に「環境保護」という課題を導入し、

欧州市場という巨大マーケットを背景に世界的

影響力を持つ標準化へ   

●EUが統合市場としての機能するために 

 製品規格標準化は不可欠。 

●EN などの規格も本来は欧州内での製 

 品基準統一化のための地域規格であり 

 対外的な影響力は低かった。 
★行政コストの増大 

★第６次環境行動計画の戦略的 

 アプローチとして「産業界と消費 

 者の関与を高める」 

★環境政策に市場メカニズムを使 

 う必要性 

★もともと EUの環境規制は「エンド・オブ・ 

 パイプ」型規制、すなわち「汚染物質が 

 環境に放出される時点」に対する規制 

 が中心。 

●高い失業率、欧州製造業地位低 

 下等への危機感からリスボン戦略 

 等で「欧州の競争力向上」を訴え 

●競争力向上ツールとして「より良 

 い規制」の効果に着目 

融合化 

REACH ではさらに規制内容が先鋭化 

★サプライチェーン全体のコンプライア 

 ンス責任を事実上企業側にシフト   

●純粋なものづくりでは日米などに遅れ

をとりつつあった産業競争力で巻き返し 

メリット メリット 

ISO26000 など、新たな標準化戦略へ 

★環境政策 ●産業政策 

影
響
要
因 

影
響
要
因 

メリット メリット 
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１-１．EU 域内産業界への影響 

 

1）想定される競争力強化ポイント 

 

 EU の環境規制に代表される規則や標準化が産業競争力に影響を与えるとすれば、当然そ

れは「欧州企業側の競争力向上に寄与」することが前提となる。ただ、RoHS や ELV、あ

るいは REACH などの規制が産業競争力に与える影響は「直接的な欧州企業の競争力向上

効果」よりも「域外企業を消極的排除策することによる間接的効果」といった文脈で語ら

れることが多い。確かに、環境規制は欧州企業にとっても負担であることは確かであり、

直接的な競争力向上に結び付けづらいのは確かであるが、想定される直接競争力向上効果

としては下記の 2 点が考えられる。 
 

①環境技術競争力・製品イメージの向上 

 より「環境にやさしい製品」を作ることが競争力向上につながるというのは EU 当局が

環境規制制定に際して必ず指摘する「企業メリット」である。厳しい規制をクリアするこ

とを強いられた欧州メーカーが、域外メーカーより環境リスク・健康リスクの低い製品を

提供し、世界マーケットでの競争力が高まるというストーリーは、環境規制による産業界

への影響を最も端的に語るものとも言える。 
 

②行政側の域内企業配慮 

 これは次項で触れる「公平性の担保」とも絡む問題であるが、たとえばある含有物質規

制で適用除外項目を決定する場合、ポイントになるのは「その物質なしでその製品（部品）

を作れるか」という点になる。 
 仮に、「その物質なしで作れる」技術が存在したとしても、それを持っているのが米国や

日本のメーカーだけであるといった場合に、EU 域外での「技術の進歩」に合わせて当局が

適用除外項目からはずすかどうかは疑問が残る部分である。 
 実際、RoHS や ELV といった環境規制には「欧州のメーカーに出来ないことは盛り込ま

れていない」ことを指摘する声もあり、そもそも規制制定の段階で欧州メーカーへの配慮

がなされているという可能性は排除できない。 
 

③製造現場環境の向上 

 日本メーカーにとって REACH は「自社製品の輸出に際しての障害」と捉えられるケー

スが多いが、欧州内メーカーにとっては「工場内作業環境リスク、あるいは従業員の健康

リスク低減」も REACH の重要な影響の一つとして捉えられている。 
 プロセスにおいて使う高リスク物質が制限される、あるいは安全な物質に代替されるこ

とは、そのまま工場内の作業環境向上や従業員の健康被害低減に寄与することが期待され、
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さらに代替物質を使うことで、たとえば被爆防止設備の簡素化が可能になり、結果的に作

業効率向上につながるといったことも期待できる。 
 

 

2）懸念される競争力ダメージ 

 

 2008 年 6 月から予備登録がスタートして本格運用が始まる REACH は RoHS や ELV 等

の過去の環境規制と比べてもさらに先鋭的な内容になっている。そのため、欧州内でも

REACH については競争力低下につながる懸念が多いのはすでに見た通りであるが、懸念が

集中するポイントは以下の諸点に整理できる。 
 

①欧州産業のコスト競争力低下 

 欧州企業が最も懸念している「REACH ダメージ」がコスト競争力の低下であるといえる。 
EU 域内メーカーは REACH に対応する義務があるという点で平等であるが、EU 域外メー

カーにはその義務はない。もちろん、REACH に対応しない海外メーカーは欧州に輸出する

ことはできないが、EU 以外のマーケットであれば問題ない。 
 Ⅱ章でみたように REACH 対応コストは 40 億ユーロとった試算もある状況の中で、 
「REACH 対応義務のない域外メーカーと、対応義務のない域外マーケットで競合」した時、

REACH 対応のコスト負担が欧州産業の競争力減退につながるという指摘は極めて強い。 
 

②材料調達リスクの増大 

 REACH に対応するためのコスト負担は特に川上メーカーに重くのしかかることが予想

され、そのコスト負担は材料価格に転嫁されて川中～川下メーカーに分散する。ただ、川

中～川下メーカーにとって材料値上がりより大きなリスクといえるのが「調達材料の供給

停止」という事態である。 
 川上の材料系メーカーや輸入商社などのなかには、REACH 対応負担を回避するために、

物質情報コストのかかりそうなハイリスク物質、あるいは登録コストに見合わない少量品

の生産や輸入自体をやめてしまうという可能性がないとは言えない。生産や輸入をやめる

ことが「合理化による REACH 対応コスト削減」につながれば、川上メーカーにとって扱

いをやめることに困難は少ないともいえる。 
 だが、川中～川下のメーカーにとっては調達材料の生産や輸入がストップすることは生

産活動に直結する問題だけに、極めて大きなリスクと捉えられている。特にあるメーカー

のためにカスタマイズ調合した塗料や潤滑油などの調達を 1 社のサプライヤのみに依存し

ているような場合、調達途絶は死活問題になるだけに、特に川中～川下メーカーにとって

大きな懸念材料となっている。 
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１-２. EU 域外産業界への影響 

 

1）域外産業にとっての明白な不利性 

 

 EU の環境規制の多くは形の上では EU 内外に対する公平であり、域内企業と域外企業と

で露骨な有利・不利が設定されているわけではない。しかし海外の法規制である以上、そ

こには域外の企業活動にとって障壁となる明確な要素が存在している。 
 このような、言わば「域外企業にとっての不可避的な不利性」を EU 当局サイドが意識

していないとは考えられず、一方でこれらの域外産業にとっての不利的要素の公平化が不

可能に近いのも事実である。「域外産業にとっての明白な不利性」と言える部分は多くはな

いが、今回調査で指摘されたポイントを整理すると以下の諸点が指摘できる。 
 

①言語 

 「公平化が不可能」なポイントの筆頭が言語問題であろう。これは EU 域外企業の中で

も米国企業には問題にならない要素であるだけに、日本をはじめとしたアジア企業にとっ

てのみ大きな不利として作用する。 
 

②EU 市場でのシェア 

 規制が公平であったとすれば、その規制に対応するための企業の負担の大きさは、その

市場でのシェアにほぼ比例する。電気・電子製品や自動車といった製品領域は、EU 市場に

おいても日本メーカーがかなりのシェアをもった分野であり、特に RoHS で対象となった

電気・電子製品分野では日本製品のシェアは非常に高い。また、電気・電子の中でもパソ

コンに関して言えば米国企業が欧州市場でのシェア上位を占める。規制自体がそれを狙っ

たものではなくとも、結果的が EU 市場で上位を占める海外メーカーの負担を増すことに

つながっている部分があるのは否定できない。 
 

③EU 域内サービス産業振興 

 EU 環境規制は間接的に EU 内のサービス産業の市場拡大に大きく貢献している。それが

最も端的に現れているのは REACH において「EU 域外企業は物質の登録ができない」と

され、「EU 内の輸入者または“唯一の代理人”に委託する」しかないという規定である。  
 つまり EU に現地法人を持たない海外企業が REACH 規則に従って自ら物質登録をする

ことはできず、欧州側の輸入業者に登録させるか、EU 域内の代理人企業に委託する以外の

選択肢はないことになる。 
 EU 現地の輸入業者が中小企業で登録を委ねるにはリスクが大きいといったケースは当

然考えられ、一方で EU に現地法人を持つ大手企業でも REACH があまりに複雑な法律で

あることから、言わば“保険”として海外の環境コンサルティング企業に登録代行を委託する
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ケースも十分考えられる。これによって欧州の環境コンサルティング企業が日本をはじめ

とする海外メーカーから獲得する売上が極めて大きなものになるのは間違いなく、EU 環境

規制が EU 内の環境関連サービスビジネスの振興に一役買っているという側面があるのは

明白であるといえる。 
   

 

2）競争力への影響の“グレーゾーン”  

 

 特に REACH のその傾向が顕著であるように EU の環境規制には“グレーゾーン”と言う

べき不明瞭な部分が含まれており、多用な解釈が存在し得る部分が多い。このグレーゾー

ンは日本企業が EU の環境規制に対して最も違和感を持つ部分とも言えるが、これはその

まま域外の産業競争力に対して規制がどう作用するかを考察する上での不透明感につなが

っている。 
 以下に指摘する諸点は前項で触れたような「明白な不利要素」と断じることはできない

が、「不利に作用する可能性を完全に否定できない」という部分でもあり、域外企業が EU
の環境規制に対して「消極的な域外企業排除」と映る大きな要因になっている部分ともい

える。 
 

①公平性の担保に対する懸念 

 最終的な決定権限は 100％EU 当局にあり、その意志決定において域外企業に対する公平

性が担保されたかどうかを確かめることが出来ないという事実は EU 域外企業の中に潜在

的な不公平感として存在する。 
 法の適用が公平になされるのは大原則であり、EU の環境規制においてもこの原則が崩れ

ることは考えられないが、法規の運用から細かい申請や手続きの可否判断に至るまですべ

ての判断が EU 側によってなされる以上、域外企業には判断の公平性が担保されているか

という懸念が払拭できない部分が残るのは否めない。 
 

②欧州域内調達への誘導 

 これは特に REACH で問題になっているポイントである。欧州域内のメーカーは全て

REACH 規則に即した手続きが求められるのに対して、域外メーカーには当然のことながら

REACH に対応する義務はない。従って、ある製品に関して、それが域内メーカー生産品で

あれば「REACH 対応済み」であることが保証されているのに対して、域外メーカーの製品

は対応のバラつきが発生する。 
 たとえば EU 域内の機械メーカーが 1t/年以上の潤滑油を調達しようとした場合、EU 域

内メーカーの潤滑油であれば「登録されているかどうか」を心配する必要はないが、域外

メーカー品を輸入しょうとすれば登録済みかどうかを確認し、もし未登録であればまず登
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録手続きが必要となる。従って、REACH の存在によって欧州内にあるセットメーカーなど

の材料調達が輸入品から域内生産品にシフトするという可能性が発生することになる。 
 
 さらに巧妙なのは REACH の第 2 条 7 項の条文である。ここでは、REACH 登録済の物

質 A が欧州から海外に輸出され、それが海外での調合・加工等を経て再び調剤等の形で欧

州に再輸入される際、「物質 A についてはすでに登録済み」として新たな登録などの対象に

はならないとされている。つまり、欧州内で REACH 登録された物質を使えば、欧州に再

輸出する際に手続きが軽減される可能性があるということになる。 
 
 これは欧州を相手にビジネスを展開する域外の物質・調剤メーカーにとって、欧州メー

カーからの調達に切り替える大きな理由になり得る。実際にドイツの大手化学メーカーな

どはすでに「この製品はすべて REACH 登録する」ということを海外顧客向けに PR し、

このメリットを差別化戦略に生かしている。CEFIC（欧州化学工業連盟）が REACH に対

して反対を唱えながらも、その後 EU 委員会と共同歩調をとった動きをみせた。そういっ

た動きが REACH の具体的な内容にどのように影響したかは不明であるが、実際には上に

述べたように REACH の条文に欧州化学系材料メーカーにとって大きな「ビジネスチャン

ス」が隠されている。 
 

  

③域内技術の保護・優遇 

 たとえば ELV やRoHS などの規制においては含有規制対象物質であっても現在の技術レ

ベルにおいては一定の使用が認められる「適用除外項目」が存在している。しかし、これ

らの規制には代替物質の開発を促すという側面もあり、適用除外項目で認められた鉛や水

銀などに代わる新素材が開発されれば、その項目は適用除外から外されて「含有禁止」と

なる。 
 仮に、EU 域内のメーカーがある適用除外項目において有害物質に代わる有効な代替物質

を開発したとする。EU 当局が代替物質の開発を理由として適用除外対象から外したとした

ら、世界の電機メーカーはその代替物質を調達しなければならないことになり、代替物質

を開発した欧州メーカーは大きな利益を得ることになる。 
 
 もちろん、上記の例は代替物質の開発主体が日本や米国のメーカーであったとしても同

じ展開になる。EU 環境規制が技術のイノベーションを促進し、それを先行して達成したメ

ーカーが大きなビジネスチャンスを得るというシナリオは原理的には世界のメーカーに公

平に用意されているといえる。 
 ただ、代替物質として認めるかどうかの決定権限は先に述べたように 100％EU 当局側に

ある。当局が EU 域内メーカーに有利な技術開発を優遇し、不利な技術を排除するような
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ことがあれば、規制に対応するためのイノベーションでビジネスチャンスを得るのは EU
域内メーカーに偏るということになる。 
 

 これは①で述べた公平性の担保と通じる部分であり、不公平な判断がなされると断じる

理由は全く存在しない。しかし法運用において EU の技術を優遇することも「可能である」

という事実が域外メーカーの不公平感を醸成する要因になっていることは否めない。 
 

 

3）競争力強化への期待ポイント 

 

 EU 環境規制は、見方を変えれば域外企業にとっても競争力向上に結びつくという可能性

もないわけではない。欧州企業が懸念しているように、REACH のコスト負担で欧州企業の

コスト競争力が落ちれば、その分域外企業が有利になるというシナリオがその一例である

が、それ以外にも域外企業の競争力向上につながる可能性も指摘することができる。 
 
①規制の拡大に連動した市場の拡大 

 EU の環境規制がほぼ同じ形で他の国に普及し、結果的にはそれが準グローバルスタンダ

ードになるというのはすでに触れた。たとえば RoHS 対応したとで、その後の日本におけ

る J-Moss や中国、韓国、米国カリフォルニア州などで制定された同様の規制に対処しやす

い部分があったのは確かであろう。 
 「より環境リスクの低い製品を作ることで競争力が向上する」というのは EU 当局が

REACH などの環境規制のメリットとして指摘する部分であるが、EU と同じ規制が世界に

広がれば域外企業にとっては EU 規制に対応することで EU 以外のマーケットでの環境競

争力向上にもつながることになる。 
 
 米国の大手ビジネスコンサルティング会社であるベリングポイント社は 2007 年の 6～11
月にかけて日米欧の主要 621 社を対象に環境配慮型サプライチェーン(グリーンサプライチ

ェーン)の取組み状況を調査した。 
 この調査では日本企業の環境配慮が欧州や北米に大きく差をつけて先行しているという

結果が出ており、たとえば「グリーンサプライチェーン実施状況」ではフランス 23％、北

米 19％、英国 39％に対して日本は 93％が実施していると回答している。これ以外にもグ

リーン生産活動では日本企業は 90％が実施（フランスは 56％）、グリーン設計の実施率は

日本企業が 87％（全体では 59％）といったように、日本企業の環境競争力の高さが際立っ

ていることが明らかになった。 
  
 このような環境対応型の事業活動はⅢ章で触れた CSR（企業の社会的責任）とも重なる
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部分であり、今後は企業競争力の重要な指標としてますます重視されることが考えられる。 
 RoHS や ELV などの規制に対応することが、日本企業の環境競争力向上につながる側面

があることは見逃すことはできない。 
 

 

１-３．EU 当局の競争力向上 

 

 環境規制によって最大の競争力アップの受益者は欧州産業界ではなく、EU 当局であると

いう見方もできる。Ⅳ章で触れたように RoHS や ELV では「エンド・オブ・サプライチェ

ーン」型の規制をかけることで規制遵守の責任を民間側にシフトできたこと、さらに

REACH では成形品への物質含有の“監視役”を消費者セクターにシフトしたこと等々によ

って、EU 当局は自らの負担増加を最小化しつつ、実効性の期待できる「より良い規則」を

投入し得たといえる。 
 
 また、見方を換えれば REACH というシステムは EU 当局が自ら負担することなく、ヘ

ルシンキの化学物資庁に世界最大・最強の化学物質データベースを構築する作業とである

とも言える。 
 REACH に対しては欧州産業界も非常に強い懸念を持っているという事実と考え合わせ

ると、近年の EU 環境規制が最も影響を与えるのは欧州の産業界の競争力以上に、行政も

含めた EU 地域そのものの競争力であると考えることも可能であろう。 
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２．機械産業への影響と対応 

 

 本調査で調査対象とした欧州環境規制のうち、RoHS、WEEE、ELV などはすでに規制

として本格運用されているのに対し、REACH は 2007 年 6 月に発効はしたが、1 年間は

REACH の運用に向けて新たに設立される欧州機関 ECHA（European Chemical Agency：
欧州化学物質庁）の準備機関として設定されていた。従って、予備登録などの作業は 2008
年 6 月 1 日から本格的に始まる。 
 これまでにも触れてきたように、REACH は RoHS や ELV など過去の環境規制に比べて

も一段と先鋭的かつ複雑な内容になっており、日本の産業界にとって戸惑う部分も多い。 
 本項では REACH によって日本の機械産業にどのような影響が想定され、それに対して

どのような対処が求められるかを本調査時点（2008 年３月）の情報から整理した。 
  

 

２-１. 機械産業に想定される影響 

 

1）機械産業に対する影響の考え方 

 

 REACH ではサプライチェーンという概念が大きく導入されており、登録義務などに関し

てもサプライチェーンでの製品の流れを踏まえた「物質」「調剤」「成形品」という前提が

なされている。 
 ここで重要なのは、機械産業界に属するメーカーであればそのほとんどが「成形品メー

カー」に該当するということである。REACH における「成形品」には電気製品や自動車と

いった完成品はもちろん、各種の部品も基本的にはすべて含まれる。 
 REACH の規則内容は極めて膨大かつ複雑であるが、「物質や調剤を作らない、成形品メ

ーカーに限定した場合の発生義務」に絞り込むと、そのポイントは下記の 3 点に集約し得

る。  
 
①成形品からの意図的放出物質が 1t/年を超えた場合の登録義務（7 条 1 項） 
②SVHC（高懸念物質）の含有量が重量比 0.1wt%を超え、さらにその物質の総量が 
 1t/年を超える場合の届出義務（7 条 7 項） 
③SVHC（高懸念物質）の含有量が重量比 0.1wt%を超える成形品に関して、川下ユ 
 ーザー・消費者から要望があった場合の SVHC 含有情報提供義務（33 条） 

 
 この 3 点に関して、次項以下に詳しい内容を整理する。 
  



108 

2）ポイント別の影響評価 

 

①意図的放出物質の届出義務 

 「意図的放出」の解釈は成形品メーカーが最も判断に迷う部分の一つであり、REACH と

いう法規制が抱える“グレーゾーン”の代表的な存在ともいえる。 
 成形品に関する規定の細目を解説した REACH ガイダンス文書である RIP3.8（REACH 
Implementation Project=RIP）では意図的放出対象として、フェルトペンのインク、ガラ

スクリーニングワイパーからの洗剤、匂いつき消しゴムなどが挙げられてはいるものの、

明快な線引きは困難であり、自社製品での意図的放出を判断しようとすれば判断に迷うケ

ースが多いのは避けられない。意図的放出に関しては影響評価よりも、それ以前の解釈問

題の方が成形品メーカーにとっては大きな問題といえる。 
 

 しかし、これは ECHA 側もすべての成形品に関して意図的放出該当を明確にすることが

不可能であることの現れとも言え、「それが意図的放出かどうか」の解釈派は、ある程度メ

ーカー側に委ねられていると言える。 
 従って、後項でもふれるように、特定製品からの意図的放出については同業種企業が集

まった工業会などで解釈をすり合わせ、一致したロジックで臨むことが重要となる。 
 

②SVHC 含有に関する届出義務 

 意図的な放出に比べ、SVHC の方は解釈に関しては迷う余地が少ない問題であるが、「含

有量が 0.1 wt%を超える」という規定が何に対しての 0.1 wt％なのかという、いわゆる「分

母問題」が極めて重要な問題として残されていた。 
 これについては「成形品全体の重量」という RIP の中の文言を文字通り解釈し、仮に成

形品が自動車やクレーンのような大きな重量を持つものであっても分母になるという考え

方で決着したとされている。従って、SVHC 届出義務に抵触するリスクという点では低い

という点では大型機械を EU に輸出するメーカーよりも重量の軽い小型電子部品などを輸

出するメーカーの方が高いということになり、その影響も大きいと考えられる。 
 ただ、輸出時点では巨大な重量すなわち「分母」を持つ大型機械でもその後のメンテナ

ンス等のために小型・軽量の補修など部品を EU に輸出する場合は、その軽量部品が「分

母」になるため、注意が必要である。 
 

③川下ユーザー・消費者からの要求に対する情報提供義務 

 REACH 規則 33 条には SVHC の含有量が 0.1wt%を超えていれば、総量が 1t／年を超え

ているかどうかを問わず、川下ユーザーや消費者からの問い合わせに対して「要請を受け

た後 45 日以内に物質名その他安全使用を認めるに十分な情報を無料で提供」しなければな

らないことが定められている。つまり上に述べた①や②に該当しない成形品メーカーであ
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ってもこの③に対しては情報提供義務を負う可能性があることになる。 
 また、条文では「0.1wt%を超えている」となってはいるものの、一部には SVHC を全く

含んでいない製品であったとしても消費者から問い合わせがあれば同様に「45 日以内に無

料で」全く含んでいないことを回答する義務があるという見方も存在している。そうなれ

ば対象は事実上全ての成形品メーカーに及ぶことになる。 
 消費者や NGO からの情報開示要求は主に最終消費財系のメーカーに届く場合が多いと

考えられるが、含有情報の確認はサプライチェーンを遡ってなされることを考えれば、自

社製品が最終製品に組み込まれて欧州に輸出されている川中の部品メーカーにも影響が及

ぶ可能性が十分ある問題といえよう。 
 

 

２-２. 求められる対応の方向性 

 

1）対処の優先順位に関する考え方 

  

 REACH において成形品メーカーに影響が及ぶポイントは前項に整理した℃～℃のポイン

トに集約でき、その影響は化学材料系メーカーなどに比べればある程度限定的と考えるこ

とができる。しかし、化学系スタッフの数が少ない機械メーカーにとっては、たとえ登録

しなければならない物質の数が少数であったとしても、それに対応するのは容易なことで

はない。 
 ここでまず考える必要があるのは前述の℃～℃の時期的な問題である。℃の意図的放出物

質登録については 2008 年 6 月 1 日から予備登録がスタートすることが決まっている。さら

に予備登録期間として設定されているのが 2008年 12月 1日までの半年間であることから、

早急に対処すべき問題であるのは間違いない。 
 一方、℃の届出の開始は 2011 年 6 月 1 日からであり、意図的放出物質の予備登録開始に

比べて 3 年間の猶予があることになる。また、℃の情報開示に関してはまだ対象となる

SVHC リストが公開されていないという根本的な問題がある。このリスト公開がいつにな

るかは不明確であるが、最も遅れた場合でも 2009 年 6 月 1 日が期限とされる。 
 
 このようなスケジュールを考えれば、機械メーカーがまず注力すべきテーマは「意図的

放出」問題であることは明らかである。REACH はその全体像を理解するのは事実上不可能

に近いほどの膨大・複雑な内容をもった規制であるため、成形品メーカーとして最も期限

が迫った問題が何かを認識しながら対処することが重要である。 
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2）外部委託可能性の検討 

  

 明らかに意図的放出であると思われるものが存在し、しかもその量が 1t/年を超えていれ

ば REACH の予備登録という問題が現実のものとなる。欧州に現地法人を持つメーカーで

あれば自社で登録することも可能であるが、そうでない場合は欧州側の輸入業者が行うか、

あるいは欧州内の代理人サービスに委託することになる。日本国内においても REACH の

物質登録支援サービスを行う事業者はすでにいくつか現れている。 
  
 登録対象物質数が多くないのであれば、こういった専門サービス会社に委託するという

のも成形品メーカーにとっての選択肢の一つとなる。登録代行という点では、たとえば欧

州輸出に際して敢えて大手総合商社を窓口にすることで、登録責任を総合商社に負わせる

という可能性もないわけではない。これらは、いわば外注コストをかけることで登録に要

する手間とリスクを回避する方法といえる。 
 これについては物質の性質や量によって必要なコストも大きく差が出ると考えられ、そ

の企業固有の事情によって必要性にも大きな差がある。ただ、成形品メーカーにとっても

REACH 関連手続を外部に委託するという方法は選択肢の一つとして念頭においておく必

要はあろう。  
  

 

3）企業間連携の重要性 

 

 自動車工業会のヒアリングでも触れられているが、自動車業界では ACEA（欧州自動車

工業会）が中心とって REACH 対応ガイドラインを策定し、その中で自動車という成形品

での意図的放出は「ウィンドウォッシャー液」「エアバッグ爆発に伴って放出されるガス」

「芳香剤ディスペンサー」「消火器システム」の 4 つであるとしている。 
 先に述べたように、意図的放出という概念は成形品メーカーにとって極めて曖昧であり、

判断の分かれる余地が広い。企業によって意図的放出の解釈が異なれば、それはそのまま

登録義務の発生に対する考え方が異なることに直結する。 
 そういった意味では特定製品の意図的放出に関する解釈を同業メーカーの間で広く共有

することは重要なことである。意図的放出の判断に際してはまず工業会などの業界団体が

仲介となってある程度見解の共有化を図ることが求められる。自動車業のようにそれがグ

ローバルレベルで共有化されていれば、メーカーとしては他国の動向に左右されることな

く対処すべき部分が明確になるだけに、こういった連携は日本国内ではもちろん、可能な

限りグローバルレベルでなされていることが望ましいといえよう。 
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３. 我が国機械産業の国際標準化戦略対応 

 

 本調査でこれまでに見てきたように、欧州では製品技術や事業活動に関する規制や規

格・標準化を産業競争力強化につなげる戦略ツールとして捉える考え方がすでに定着して

おり、環境規制と標準化を組み合わせて欧州企業競争力を高めようとする EU の戦略は、

すでに一定の効果を発揮しつつある、あるいは今後さらに発揮する可能性が高いと言わざ

るを得ない。 
 
 日本でも近年は国際標準化への取組み強化の必要性が認識されており、たとえば国際電

気標準会議（IEC）などの標準化検討においては日本メーカーも積極的にイニシアチブを発

揮している。一方、日本工業標準調査会の標準部会は 2006 年 6 月に「国際標準化活動基盤

強化アクションプラン」を発表して政府・企業はもとより関連機関や大学等も含めた形で

の取り組み強化を提言している。さらに 2005 年 10 月から新 JIS 制度がスタートし、これ

まで国が行っていた認定を第三者機関による認定に移行するなどの新たな仕組みが導入さ

れた。今後は国際的な標準化検討に日本の企業や認証機関などがこれまで以上に積極的に

関与し、働きかけるという局面が増えることになるのは間違いない。欧州などに対応して

「日本発」の規格や規制で我が国の産業競争力を高めるといった戦略展開も考えられよう。 
 
 ただ、機械分野においてそのような対抗軸を打ち出すには日本市場特有の問題があるこ

とも否定できない。日本の機械マーケットは、アメリカはもちろん欧州と較べても輸入品

の占める割合が非常に小さい。参考に掲げた下の図は自動車マーケットの状況であるが、

これが電子製品であれば欧州での日本ブランドのウェイトはさらに大きく増え、一方日本

市場での「輸入品」の割合はさらに下がると考えられる。 
 

 参考：海外主要国における日本ブランド車割合と日本での輸入車割合 
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出典：米国～イタリアについては日本自動車工業会 2005 年データ。日本の輸入車割合は（社）日本自動車販売協

会連合会の 2006 年データ。日本の輸入車には海外で生産されて輸入された日本ブランド車も含む。 
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 自動車や電子製品ほど極端でないとしても、機械分野における日本市場は大なり小なり

同じ状況、すなわち海外メーカー品のウェイトが少ない市場であると考えられる。 
 こういった市場特性が生まれた背景には、戦後の我が国がほぼ一貫して「西欧技術をベ

ースに高品質な製品を作り、輸出する」という「ものづくり・輸出」型の産業構造だった

ことが影響しているのは言うまでもない。 
 
 たとえば食料分野であれば我が国の食料自給率が低いため、なんらかの規制や標準化を

戦略的に使うことで我が国農業の競争力向上に結びつけるという EU 的な戦略シナリオを

描くことも可能であるが、輸入依存率が低い日本の機械マーケットで EU と同じような環

境規制や標準化によって競争力を高めるというシナリオを描くのは難しい。 
海外の機械メーカーに対して「自国マーケット」という有効なカードを持たない日本の機

械産業にとって、単純に欧州型の規制や標準化戦略を取り入れて対抗するという方法論は

成り立ちづらいと言える。 
 
 しかし、だからと言って我が国の機械産業にとって標準化の重要性が低くなるわけでは

ない。少なくとも国際的な機械技術の規格検討・標準化にあたっては我が国の機械産業も

これまで以上に積極的にかかわり、日本スタンダードを国際化させると同時に国際スタン

ダードを少しでも「日本型」に近づける努力が求められるのは言うまでもない。また、

REACH のように産業界に対して影響の大きい環境規制が制定される場合には日本政府を

含めて産官が連携して規制内容をより現実的かつ公平なものに近づけるために EU に対す

手働きかけることが不可欠である。 
 
 「環境規制を標準化」するという欧州の戦略に対応しきれず日本メーカーが欧州市場か

ら撤退するというのは、ある意味で EU 当局が描く“最良のシナリオ”であることを念頭に置

き、今後は技術やものづくりだけではなく、国際標準化というグローバル競争の場におい

ても勝ち残ることが求められると言えよう。
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