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EU では RoHS 指令、WEEE 指令、REACH 規則、EuP 指令など製品にかかわる規制を強化して

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

な影響が懸念されています。 

 EU の化学物質規制である REACH 規則は、予備登録の開始と終了、SVHC（高懸念物質）の

公表など新たな動きの可能性なども踏まえ、継続的な情報収集が求められております。  

さらにエコデザイン（EuP）指令の実施措置が本格的に動き出すなど、これらの動きにも注

視しつつ対応を進めていく必要が出てきております。このように EU が次々と制定する環境

規制に対して、我が国機械産業として早期の対応を図っていくため、EU 環境規制調査検討

専門部会で調査を行って参りました。 

今年度はこれまで進めてきた REACH を中心とした化学物質規制調査に加えて、EU のエネ

ルギー関連規制についても調査を行い、国内ヒアリング調査や欧州現地動向調査を通じて

国内外の企業や関連団体の対応状況等を把握し、機械産業への影響と対応のあり方を提案

しました。本報告書が皆様の今後の活動に少しでもお役に立てば幸いです。 

なお、今年度の調査活動の中で、大変ご多忙中にもかかわらずヒアリング調査にご協力

いただいた企業、団体の皆様、欧州現地調査でご協力をいただいた関係者の皆様に心より

感謝を申し上げます。また、本報告書の取り纏めに尽力をいただいた委員並びに㈱東レ経

営研究所殿にこの場を借りて厚く御礼を申し上げます。 

 

 ２０１０年３月 

 社団法人 日本機械工業連合会 

 会 長  伊 藤 源 嗣 
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平成２１年度 EU 環境規制調査検討専門部会報告書（Ⅴ） サマリー 
 
１. 調査の目的 
 
 本調査は昨年度までの調査結果を踏まえ、欧州の化学物質規制である REACH 規則の内

容や国内企業の対応について継続的に情報収集を行うと共に、EuP などエネルギー関連規

制や制度の動向についても情報収集し、欧州産業界の対応状況なども検証した上で、日本

メーカーとしての対応方法を考察し、我が国機械産業の国際的競争力の維持･向上に寄与す

ることを目的として実施したものである。 
 
２. 調査の内容 
 
 １）国内外の環境規制・制度の最新動向整理 
    文献調査、Web 調査、および国内機関ヒアリング調査 
 ２）国内業界団体･企業対応動向調査 
    国内機械関連業界団体、機械メーカー等への訪問面接ヒアリング調査 
 ３）欧州現地調査 
    ドイツ、およびベルギーにおいて現地企業・機関に訪問面接ヒアリング調査 
 ４）我が国機械産業としての欧州環境規制への対応 
    １）～３）調査結果に基づき、機械産業としての欧州環境規制対応を考察 
 
 
３. 調査結果の概要 
 
３-１. 国内外の環境規制・制度の最新動向整理 

 
1）化学物質関連規制の動向 

 

 REACH については、1,000t/年超物質の本登録期限が 2010 年 11 月末に迫っており、当

面はそれが問題となる。本登録に向けた情報交換フォーラムである SIEF は「企業まかせ」

という側面も強かったが、現在のところはこのように大量流通物質を対象として大手企業

主体の運営がなされているケースが多いことが、逆に SIEF 運営に関する混乱を回避するこ

とにもつながっている面があるといえる。 
 その一方でケミカルに関する知識がないに等しいコンサルタント会社などがファシリテ

ーターとして立候補するというケースも存在しており、こういったケースでは、SIEF メン

バー相互の話し合いによってファシリテーターの交代要求を出すなど混乱した状況が生ま
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れている。 
 SVHC 物質は今後も増えていくことは間違いなく、SVHC 物質が増えることにより、

「0.1wt%超、および 1t/年超含まれる場合は届出が必要」という届出義務が発生する対象物

質数もまた自動的に増えることになる。成形品メーカーにとっても十分な注意が必要であ

ろう。 
 また、REACH 規則は 2012 年までに見直しを行うことが予定されているが、その中では

特に成形品に関する SVHC 含有 0.1wt%の「分母問題」が焦点になる。仮に 2012 年の見直

しでこの分母問題が再燃し、RoHS との整合を高めるために分母は成形品全体ではなく均質

材料とする、といった改定がなされた場合、機械メーカーの受ける影響も非常に大きくな

る。 
 
2）エネルギー関連規制・制度の動向 

 
 EuP 指令の正式名称は「エネルギー使用製品のエコデザインに関する指令」（Directive on 
EcoDesign of Energy-using Products）である。REACH 規則が成形品メーカーにとっては

「化学物質の使用や含有に関する規制」という性格を持っていたのに対し、EuP 指令はい

わば「製品ごとの省エネ規制」であり、基本的に電気製品や機械などの成形品メーカーの

みが対応を迫られる規制といえる。 
 EuP 指令は当初好評された 19 の製品分類（ロット）を皮切りに、さらに対象が拡大する

のは確実であり、すでに新たな 10 製品分野については 2009 年からの実施措置検討手続き

を始めることが 2008 年 8 月の作業計画で示されている。 
 
 EuP 指令の“膨張性”の高さを示すもう一つの動きが「Energy-using Products エネル

ギー使用機器」を対象としていた EuP 指令が「Energy- related Products エネルギー関連

機器」、すなわち ErP 指令への改定されたことである。 
 ErP 指令においても規制対象の策定プロセスは基本的に変わらないと考えられが、その

範囲がどこまで広がるかについては明確にされていない。 
 ただ、新しい ErP 指令は窓ガラスなどのようにエネルギー効率の改善に寄与する製品と

いう狭い意味ではなく、節水などの概念まで取り込んだ環境負荷低減効果を狙っていると

考えられる。従って、規制の対象範囲は解釈によっては極めて広いものになり得ると考え

られ、産業への影響も多岐にわたることが予想されるだけに、十分な注意が必要になる。 
 
3）経済活性化策としての環境・エネルギー関連制度 

 
 世界同時不況後、EU 各国政府は環境マーケットの拡大につながる施策への集中的・積極

的な財政出動に注力している。つまり、環境保全や省エネという目的はそのままに、環境
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分野への助成や公共投資等々によって環境関連需要を創出し、これを牽引車として景気浮

揚・産業育成・雇用創出などにつなげていこうという考え方である。 
 2008 年 11 月に欧州委員会が発表した経済回復計画でも再生可能エネルギー発電関連や

前述の CCS（CO2回収・貯留技術）、あるいはクリーン自動車などへの財政的支援が大きな

柱になっており、EU 委員会が環境・エネルギー関連投資を景気浮揚の重要な牽引役として

位置づけていることがわかる。欧州に進出した日本企業にとってもこれらの支援策は大き

なビジネスチャンスに結びつく可能性がある。 
 
4）国内環境規制・制度の最新動向整理 

 
 化審法の見直しについては、2020 年 WSSD 合意（2002 年のヨハネスブルグサミットお

いて合意された化学物質リスク管理に関する国際的合意）を踏まえ、既存化学物質に関す

る有害情報の収集やリスク評価に力点が置かれた改正内容になっている。 
 
 化審法改正の主なポイント 

 ①既存化学物質も包括 
  これまで既存化学物質については安全情報収集の仕組みがなかったが、改正によって 
  既存化学物質の製造・輸入業者は毎年度、数量の届出が義務化（1t/年以上）。 
 ②優先評価物質と民間からの情報提供 
  既存物質の中から優先評価化学物質を絞り込む。これについては事業者に有害情報の 
  提供を求めることができる。リスク評価そのものは国が実施する。 
 ③ストックホルム条約（残留性有機汚染物質に関する国際条約）との整合 
  同条約で許容される例外的使用項目等についてはこれまで国内には規定がなかった 
  が、今後は厳格な管理の元で第一種特定化学物質に関しても部分的使用を認め、国際 
  的な不整合を解消。 
 
 改正化審法は 2009 年の 5 月 20 日に公布されているが、施行は 2 段階になっており、ス

トックホルム条約との整合化等については第一段階改正として 2010 年 4 月 1 日から、既存

物質も含む届出義務や優先評価物質指定等については第二段階改正として 2011 年 4 月 1 日

からの施行が予定されている。 
 
 我が国では 2005 年から環境省が中心となって「環境省自主参加型国内排出量取引制度

（Japanese Voluntary Emissions Trading Scheme：JVETS）がスタートしたが、これは

排出権クレジットの取引よりもやや削減量を増やすことの方に力点が置かれた制度であり、

2008 年度には 23 件・約 38 万 t 強の取引があった。さらに、2008 年 10 月からはこの JVETS
を統合する形で排出権取引市場の試行的実施がスタートした（以下、試行的取引制度と表



viii 

記）。この試行的取引制度は EU-ETS などとは異なり、現段階ではまだ事業者サイドにはあ

る程度の自由度が与えられた制度設計になっている。この試行的取引制度には目標設定参

加者として製造業やサービス業など、比較的大手の排出事業者が参加しているのに対し、

取引参加企業としては商社、証券、リースといったトレーディング系企業の参加が目立つ。 
 
３-２. 国内業界団体･企業対応動向調査結果 

 
国内の機械工業企業・団体の REACH 規則対応状況を検証するため、本年度 9 月より、

以下のような対象に調査を実施した。 
 

日付 ヒアリング先 

11/2 
 

三井物産（株） 
REACH への商社としての対応、プレシーフなどの欧州状況ヒアリング 

11/13 
 

（社）日本電機工業会 
EuP の最新動向及び国内電機メーカーの動向についてヒアリング 

11/25 
 

（株）小松製作所 
REACH 対応状況及び物質情報管理システムについてヒアリング 

12/1 
 

（社）日本自動車工業会 
試行的排出権取引制度に関する自動車業界の取組み動向についてヒアリング 

12/4 
 

分析機器メーカーA 社 
REACH への対応、環境規制に対する社内組織についてヒアリング 

12/4 
 

総合家電メーカーB 社 
EuP の対応状況及び環境配慮設計に関する対応に関してヒアリング 

－ 複写機メーカーC 社 
EuP の対応状況及び欧州へのロビー活動等に関して書面による調査 

 
今年度調査では化学物質規制、省エネ規制、あるいは排出権取引制度等、対象によって

ヒアリングのポイントも異なるため、共通するポイントを抽出することは難しいが、全体

としては下記の諸点を指摘する声が多かった。 
 
1）REACH 規則に関して 
 

 自社で化学物質管理システムを整備し、規制対応リスクを軽減化する動きが進んでいる

ことが指摘できる。SVHC 物質などは今後も増えていくことは確実である一方、REACH
規則自体の変更も考えられる。そういった規制に対しては可変性のある柔軟な対応が必要

であるが、基本的なシステムを整備しておけば、物質の追加や分類の変更等へのプログラ

ム上での対応はしやすい。 
 いずれにしても、同じ製品が RoHS や REACH で化学物質について規制されると同時に
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エネルギー消費については EuP 指令によって規制されるといったように、欧州環境規制対

応も複合的なものになってくるため、企業としていかに総合的な環境対応を進めていくか

ということが重要になってくる。 
 
2）EuP 指令に関して 
 
 EuP 指令に関しては、規制の内容によって自社の事業活動に大きな影響が及ぶ。従って、

必要に応じて日本企業からも EU 当局に対して意見を発信することが重要となる。技術的

な利害が一致しているのであれば欧州の業界団体や国内の同業他社と手を組むことも必要

だが、製品のスペックや方式によっては、必ずしも利害が一致しているわけではないので、

そういった場合には自社単独で EU に働きかけることも考えなければならない。 
また、EuP 指令が ErP 指令になることで、住宅の窓ガラスや断熱材なども規制の対象と

なるが、実施措置の策定などの作業がどこまでスムーズに進行するかは不透明である。 
 
３-３. 欧州現地調査 

 
 2009 年 11 月に欧州現地動向調査を実施。訪問先は以下の通りである。 
日付 国・都市 ヒアリング先 

11/16 
 

ドイツ 
ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ 

VDMA（ドイツ機械工業連盟) 
REACH、EuP などの規制に対する機械産業の対応に関し、会員企

業に対して積極的にアドバイス。 
ドイツ 
ﾊｲﾃﾞﾙﾍﾞﾙｸ 

Heidelberger Druckmaschinen AG.（ﾊｲﾃﾞﾙﾍﾞﾙｶﾞｰ印刷機会社） 
環境問題や化学物質問題にも業界を先導して積極的に取り組む。 

11/17 
 

ドイツ 
ﾉｲ・ｲｰｾﾞﾝﾌﾞﾙｸ 

日系化学メーカーA 社 欧州法人 
欧州現地法人としての事業展開に加えて日本本社にとっては欧州の

「唯一の代理人」機能を持つ REACH 対応の中核。 
11/18 

 
ドイツ 
ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ 

国際協力銀行 フランクフルト駐在員事務所 
日本企業の海外ビジネス（貿易・投資）に関連した融資等を展開。

11/19 
 

ベルギー 
ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ 

VDMA ブリュッセル・オフィス 
VDMA の出先機関であり、EU 政府関連情報を収集し、会員企業に

発信すると共に EU 委員会等へのロビー活動拠点でもある。 
JETRO ブリュッセルセンター 
世界中の JETRO 出先機関の中でも EU 全体の動きを見据えた情報

収集を行い、日本企業に対して情報提供。 

ベルギー 
ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ 

JBCE（Japan Business Council in Europe） 
欧州における日本企業を代表し、EU に各種政策に対してロビー活

動等を行う欧州拠点。 

11/20 
 

ベルギー 
ｵｰｽﾃﾝﾃﾞ 

日系機械メーカーＢ社 欧州法人 
欧州・中東・アフリカ事業の本社機能。環境管理部門が REACH や

EuP 等の環境規制に積極的に取り組む。 
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 現地動向調査から指摘できるポイントを集約すると、以下の３点が指摘できる。 
  
1）化学物質規制に対して 
 
 欧州では本登録の実施など、REACH 対応実務より、むしろ 2012 年に予定されている

REACH 規則の見直しに対する関心が高い。見直しに向けた検討は来年にもスタートする見

通しであるが、どのような変更がなされるかはまだ全く不明であり、今後の注意が必要で

ある。 
 また、RoHS 指令も対象化学物質の増加や規制対象製品群を増やすことが見込まれており、

既存の化学物質規制の変更や改訂に対する対応が重要になっている。 
 
2）エネルギー消費関連規制に関して 
 
 EuP 指令は当初は「白物家電の省エネ規制」という側面が強いと考えられていたが、ポ

ンプなどの産業機械から工具・工作機械のようなもの、さらに後述するように将来はエネ

ルギーを消費しない部材まで対象に含めるようになり、産業界にとっては全貌を把握する

ことが難しくなっている。 
 トップランナー方式に合わせてきた日本メーカーであれば、EU においても省エネ技術レ

ベルに関しては同様にトップレベルにあると考えてよく、EuP 指令が技術的に対応困難な

ものであるとは考えづらいが、EuP 指令には政治的な判断などの不確定要素が混じる可能

性も多く、それが省エネレベルの測定や計算・テスト条件といった技術的な要素にも影響

を与え、対応の難しさが増す。 
 
3）欧州環境政策の変化 
  
 世界同時不況を克服するために公的な財政出動で景気浮揚を図るとしても、欧州では既

存の産業の業績回復を期待するだけではなく、新しい産業・新しいビジネス分野の創出が

求められている。そして、その「新ビジネスの創出分野」となり得るのは環境・エネルギ

ー分野であるというのが欧州諸国にほぼ共通した認識になっているといえよう。 
 ＥＵレベルおよび各国政府とも環境・エネルギー分野への公共投資には極めて積極的で

あり、「一義的は景気対策として、さらに様々な戦略をからませて環境分野に集中的な公共

投資を行う」という政策トレンドが顕著になっている。欧州各国政府が環境分野への投資

を積極的に進めていることで、日本企業が欧州での大きなビジネスチャンスをつかんだ例

も少なくない。 
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３-４. 我が国機械産業としての欧州環境規制への対応 

 
1）EU 環境規制の持つ拡大性・変容性への対応 
 
 RoHS 以降の、REACH や EuP といった EU 規環境規制は基本的に EU のみならず世界

中の対 EU 輸出企業に遵守を求める性格の環境規制であり、こういった規制が次々と打ち

出されたことで世界の産業界に与える影響は大きくなると同時に、EU 環境規制がデファク

ト・スタンダード化するという流れも加速している。EU-ETS が打ち出しているように「EU
に発着する海外航空会社」まで制度に組み込むという方針も、EU 環境規制の“拡大志向”

の強さを表している。 
 「影響範囲が拡大する EU 環境規制」という流れは今後も続くと考えられ、たとえば現

在検討されている ISO26000 では企業経営そのものが標準化され、実質的な規制として機

能する可能性もある。我が国企業は、EU の環境規制あるいは環境関連制度が今後も変化・

拡大していくという前提で、継続的に対応し続けることが求められる。 
 
2）情報収集・伝達の重要性 
 
 EU は常に世界に先行して先鋭的な環境規制を打ち出しているということを認識した上

で、現在の法規制の改訂情報と並んで、今後の新しい環境規制の“芽”についての情報収

集を行うことも重要となる。また、ヒアリング調査でも例があったように、社内的な物質

情報システムを構築して環境情報の社内共有化を図ることも必要である。 
 さらに、サプライチェーンの間で化学物質情報などをいかにスムーズに伝達させるかも

重要になる。今後、カーボンフットプリントなどの制度が導入された場合、サプライチェ

ーン間の情報伝達はさらに重要になるだけに、継続的に取り組むべきテーマといえる。 
 
3）EU 環境制度のリスクとチャンス 
 
 EU 環境政策が自らの経済成長の原動力として環境・エネルギー産業の発展に強い期待を

持っており、その期待に応えることは我が国の機械産業にとっても大きなビジネスチャン

スになり得る。  
 REACH や EuP 等の規制、さらに前述のカーボンフットプリントなどのように今後法制

化される可能性のある規制に関する情報収集や対応は重要だが、こういった「規制リスク」

への対応だけではなく、ビジネスチャンスとしての EU 環境規制という捉え方、あるいは

そこに向けた自社戦略の検討といった“攻め”の対応も今後は重要になってくるといえよ

う。 
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第Ⅰ章. 国内外の環境規制・制度の最新動向整理 
 
１．EU 環境政策の概況 
 
 RoHS 指令や REACH 規則などに代表される欧州の化学物質関連規制は、欧州のみならず、

世界の産業界にとっても影響を与える環境規制として注目されると同時に、欧州以外の国々

の化学物質政策にもその影響は波及している。 
 
 本調査においても過去 3 年にわたって REACH を中心に据えて欧州環境規制に関し、欧

州現地の動向や我が国機械産業に与える影響等について調査を行ってきた。 
 しかし、欧州環境規制はさらに拡大・多様化しており、これまではアウトラインしか見え

ていなかった EuP 指令のような省エネに関わる製品規制も具体化し、欧州独自の排出権取

引制度であるＥＵ-ETS も第 2 フェーズに進むなど、エネルギー関連規制も大きく動き出し

ている。 
 
 そこで、本年度調査では REACH を中心とした化学物質規制に加えてＥＵのエネルギー関

連規制についても動向調査を行い、国内ヒアリング調査や欧州現地動向調査もその方向性を

踏まえて実施している。 
 従って、本章でも REACH 規則や RoHS 指令など、化学物質に関連した製品規制の動向

をまとめるとともに、別項で EuP 指令や排出権取引制度などのエネルギー関連規制、さら

にリーマン・ショック後に顕著になった環境政策と連動した産業支援策の動向等についても

整理する。 
 
 
２．化学物質関連規制の動向 
 
２―１．REACH 規則の動向 
 
 REACH 規則に関しては 2008 年に予備登録のスタートと締切り、さらに本登録に向けた

作業が始まり、一方で 10 月に 初の SVHC 候補物質として 15 の物質が公表されるなど、

動きが多い年であった。 
 今年度の焦点は本登録、特に登録締切りの早い 1,000t/年以上の物質に関する SIEF
（Substance Information Exchange Forum：物質情報交換フォーラム）の進捗や、新たな

SVHC（Substances of very high concern：高懸念物質）候補物質の公表に関する状況であ

り、さらに機械産業、特にエンドユーザー向けの耐久消費財メーカーにとっては「45 日問

題」の対応なども重要となる。以下にそれらの動向について整理する。 
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1）本登録に向けた作業の進捗状況 
 
 次頁の図に示すように、2008 年に終了した予備登録を完了した登録者にとって、次に急

がれるのは 2010 年の 12 月に迫った 1,000t/年以上物質の本登録となる。従って、予備登録

者のうち、もっと少量で登録したメーカー・輸入業者等にとっては 11 月の登録期限は関係

ないということになり（100t/年以上であれば 2013 年、1ｔ/年以上であれば 2018 年）、2010
年の 1,000t/年以上物質の登録に関わる事業者の多くは化学材料系、しかも比較的大手メー

カーが多くなり、12 月 1 日締切りの登録対象物質だけで 2 ケタ、3 ケタを抱えるというと

ころも少なくない。 
  
 物質の本登録に際しては、登録者同士が SIEF を介して安全性評価データの保有状況につ

いて確認し、不足データについては新たに試験等を実施すると共に、それら試験コスト等を

登録者相互の間でどのように割るかを決める等々、極めて複雑な作業が必要になる。 

 
REACH 対応スケジュール 

        

予備登録期間 
     

≧1,000t/y 
      

≧100t/y 
      

生
産
（
輸
入
）
量
別
登
録
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≧10t/y 

≧1t/y 

      

2010.12.1 

以前のSVHC 

  

 
Ｓ
Ｖ
Ｈ
Ｃ
届
出
期
間 

2010.12.1 

以降のSVHC 

  

出典：JETRO 等の資料を元に作成した図を昨年度報告書から再掲 

 
 
 2010 年 12 月 1 日に本登録期限が迫る大量使用物質の SIEF においては参加メンバーに大

手プレーヤーが多いことから、中でも有力な欧州大手企業などが中心になって一種の自主的

～2010年12月 ～2013年6月 ～2018年6月 08 年 12 月08 年 6 月

 

2011 年 1 月～ ～2011 年 6 月

 

リストに収載されて

から6ヵ月後まで 
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運営委員会のようなものにあたるコンソーシアムを組み、そこで決定された事項をコンソー

シアムメンバー以外の「一般 SIEF メンバー」に下ろすというスタイルをとる。第Ⅲ章でも

触れているように、日系化学メーカーの欧州法人がコンソーシアムに加わるといった例もみ

られる。 
 SIEF に関しては ECHA（欧州化学品庁）が細部に関して明確な規程を示しておらず、「企

業まかせ」という側面も強かったが、現在のところはこのように大量流通物質を対象として

大手企業主体の運営がなされているケースが多いことが、逆に SIEF 運営に関する混乱を回

避することにもつながっている面があるといえる。 
 
 その一方で当初予想されなかった問題も生じている。SIEF においては予備登録メンバー

の中から 1 社がファシリテーターとして全体の進行コーディネートにあたることが原則と

なり、前述のように当該物質の大手メーカーなどがそれを担当した場合であれば比較的混乱

は少ない。 
 しかし、中にはケミカルに関する知識がないに等しいコンサルタント会社などが 1 社で

次々と多数の SIEF でファシリテーターとして立候補するというケースが存在している。こ

うした行動の背景にはSIEFのファシリテーターそのものがビジネスになり得るという期待

があったものとみられ、欧州内コンサルタント企業はもちろん、欧州に登記した中国企業な

ど数社が存在している。 
 こういった SIEF は事実上「化学物質のことがわかっていないファシリテーター」がつい

たことになるが、ECHA サイドとしては個々の SIEF 内の問題に対処してくれるわけではな

いので、メンバー相互の話し合いによってファシリテーターの交代要求を出すなどするしか

ない状況であるが、逆にコンサルタント会社の側からファシリテーターを辞退するといった

例もあるなど、混乱した状況が生まれている。 
 
 こういった問題のある SIEF の参加メンバーは、本来であれば 12 月 1 日の本登録締切り

に向けて必要データの確認やコスト分担体制などを決めなければいけないところを、かなり

時間を空費した結果になっている。今後、運営が正常化した場合でも実質的な SIEF として

の活動期間が短くなるため、対応の難しさが増すことが考えられる。 
 
 
2）SVHC 対象物質増加見通し 

 
 SVHC 物質については、昨年度調査報告書において 2008 年 10 月に 初の 15 物質が決定

されたこと、2009 年 1 月にはそのうちから 7 物質が REACH 規則の ANNEX XIV（認定対

象物質リスト）に掲載する物質として絞り込まれたことまでを触れた。 
 その後、2009 年 6 月にはこの 7 物質を認可対象物質として ANNEX XIV に掲載するよう
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勧告がなされていることから、2008 年公表分の SVHC に関してはまず 15 物質があり、そ

のうちの 7 物質がそのまま認定対象物質になると考えられる（下表参照）。 
  
2008 年 10 月 28 日発表 SVHC 物質リスト（アミカケ分が ANNEX XIV 掲載勧告 7物質） 

 物質名 CAS No. 特定の理由 主な用途例 
1 フタル酸ジ-n-ブチル 

Dibutyl phthalate (DBP) 
84-74-2 生殖毒性, cat.2 塩化ビニル、酢酸ビニル、ニトロセルロース、メ

タクリル酸などの樹脂の可塑性 
2 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 

Bis (2-ethyl (hexyl) phthalate 
(DEHP) 

117-81-7 生殖毒性, cat.2 塩化ビニル、ニトロセルロース、メタクリル酸等

の樹脂、塩化ゴムなどの可塑剤。塗料、顔料、接

着剤、潤滑油の添加剤 
3 フタル酸ブチルベンジル 

Benzyl butyl phthalate (BBP) 
85-68-7 生殖毒性, cat.2 塩化ビニルおよびニトロセルロース樹脂の可塑剤

4 短鎖型塩化パラフィン 
Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain 
Chlorinated Paraffins) 

85535-84-8 PBT, vPvB 難燃性、可塑剤、潤滑油 

5 ヘキサブロモシクロドデカン(異性体

混合物) 
Hexabromocyclododecane(HBCDD) 

25637-99-4 PBT 難燃性 

6 4,4’ –ジアミノジフェニルメタン 
4,4’ –Diaminodiphenylmethane 

101-77-9 発がん性, cat.2 ポリウレタン中間体の原料 
エポキシ樹脂硬化剤、接着剤硬化剤 

7 ムスクキシレン 
5.tert-butyl-2,4,6-trinitoro-m- 
xylene(musk xylene) 

81-15-2 vPvB 香水、石けんをはじめ多くの調合香料 

8 アントラセン 
Anthracene 

120-12-7 PBT 木材の保存剤や殺虫剤、塗料、カーボンブラック

アントラキノンの原料、花火 
9 塩化コバルト(II) 

Cobalt dichloride 
7646-79-9 発がん性, cat.2 塗料、めっき、インキ乾燥剤用原料 

乾湿指示薬、アンモニアガス吸収剤、ガスマスク、

ビタミンB12の製造 
10 二クロム酸二ナトリウム・二2水和物

(6価クロム化合物) 
Sodium dichromate, dihydrate 

7789-12-0 発がん性, cat.2 
変異原性, cat.2 
生殖毒性, cat.2 

無機クロム顔料、金属表面処理(腐食防止) 
クロム化合物(硫酸クロム)の製造、無機クロム酸

系顔料の製造 
11 五酸化二ヒ素(ヒロヒ酸) 

Diarsenic pent a oxide 
1303-28-2 発がん性, cat.1 ヒ素化合物製剤、木材防腐・防蟻剤 

染色、冶金、工業用特殊ガラス、木材防腐剤 
12 三酸化二ヒ素 

Diarsenic trioxide 
1327-53-3 発がん性, cat.1 金属ヒ素の原料、液晶ガラスや鉛ガラス製造時の

清澄剤、ガラス・エナメルの漂白剤、特殊ガラス

などの酸化剤 
13 ヒ酸水素鉛(酸性ヒ酸鉛) 

Lead hydrogen arsenate 
7784-40-9 発がん性, cat.1 

生殖毒性, cat.1 
農薬、殺虫剤、木材防腐剤 

14 ヒ酸トリエチル 
Triethyl aresenate 

15606-95-8 発がん性, cat.1 半導体用液体CVD材料 
殺虫剤、木材防腐剤 

15 トリブチルスズオキシド 
Bis (tributyltin) oxide 

56-35-9 PBT 殺菌・防かび剤、船底塗料添加剤、防虫剤 

注）PBT：難分解性、生体蓄積性・毒性  vPvB；極めて難分解性で高い生体蓄積性  cat.：カテゴリーの略  
出典：（独）中小企業基盤整備機構 HP より引用、昨年度調査報告書から再掲 
 
 このような一連の 2008 年発表分物質に関する動きに加え、2009 年の 9 月 1 日には新た

に 14 の SVHC 候補物質リストが公表されている（次頁表参照）。 
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 ここでわかりづらいのは、一昨年 10 月の 14 物質に関してはすでに SVHC として決定さ

れた上で ANNEX XIV への掲載、すなわち認可対象物質候補という側面を持っていたのに

対し、今回の 14 物質の位置付けはあくまでも｢SVHC 物質リストに載せる候補物質｣であり、

可能性としてはこの 14物質の中からSVHCリストに掲載されない物質も存在し得ることに

なる。 
 
2010 年 1 月 13 日発表 SVHC 追加候補物質リスト 

 物質名 CAS  No. 特定の理由 主な用途例 
1 アントラセン油 90640-80-5 PBT 純アントラセン製造原料、防腐剤、防水材 
2 ｱﾝﾄﾗｾﾝ油，ｱﾝﾄﾗｾﾝﾍ゚ ｽーﾄ，distn. Lights 91995-17-4 PBT 純アントラセン製造原料、防腐剤、防水材 
3 アントラセン油，ｱﾝﾄﾗｾﾝﾍﾟｰｽﾄ，

anthracene fraction 
91995-15-2 PBT 純アントラセン製造原料、防腐剤、防水材 

4 アントラセン油，anthracene-low 90640-82-7 PBT 純アントラセン製造原料、防腐剤、防水材 
5 アントラセン油，ｱﾝﾄﾗｾﾝﾍ゚ ｽーﾄ 90640-81-6 PBT 純アントラセン製造原料、防腐剤、防水材 
6 コールタール 65996-93-2 PBT 

発がん性, cat.2 
炭素電極、グラファイト電極、塗剤 

7 ｱﾙﾐﾉｼﾘｹー ﾄ耐火ｾﾗﾐｯｸ繊維 なし PBT 耐火剤 
8 ｼ゙ ﾙｺﾆｱｱﾙﾐﾉｼﾘｹー ﾄ耐火ｾﾗﾐｯｸ繊維 なし 発がん性, cat.2 耐火剤 
9 2,4-ジニトロトルエン 121-14-2 発がん性, cat.2 

変異原性, cat.2 
生殖毒性, cat.2 

トルエンジイソシアネート合成の原料 

10 フタル酸ジイソブチル 84-69-5 発がん性, cat.1 可塑剤 
11 クロム酸鉛 7758-97-6 発がん性, cat.1 顔料、漂白剤 
12 硫酸モリブテン酸クロム酸鉛 

（ピグメントレッド 104） 
12656-85-8 発がん性, cat.1 

生殖毒性, cat.1 
顔料 

13 Lead sulfochromate yellow 
（ピグメントイエロ 34） 

1344-37-2 発がん性, cat.1 顔料 

14 リン酸トリス（2-クロロエチル） 115-96-8 PBT 難燃剤 
注）PBT：難分解性、生体蓄積性・毒性  cat.：カテゴリーの略  
出典：（独）中小企業基盤整備機構 HP を元に、CAS-No 等については他の複数 HP を参考に作成 
 
 2008 年 10 月の SVHC 物質リスト発表から、2010 年 1 月 13 日の SVHC 追加候補物質リ

スト発表までは 1 年強の間隔をおいており、物質数もほぼ 15 件程度で共通している。しか

し、今回の発表から SVHC 物質数の増加ペースが今後も同じスピードであると考える理由

はなく、次回の発表物質数についても見通しは不透明である。 
 しかし、増加ペースは不透明であるとしても、今後も SVHC 物質数が増えていくことは

間違いない。SVHC 物質が増えることにより、「0.1wt%超、および 1t/年超含まれる場合は

届出が必要」という届出義務が発生する対象物質数もまた自動的に増えることになる。成形

品メーカーにとっても十分な注意が必要であろう。 
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3）45 日規程に関して 
 
 2008 年の SVHC15 物質の決定は、届出義務の対象物質が具体化されると同時に、「SVHC
含有に関する問い合わせには 45 日以内に答えなければならない」という、いわゆる「45 日

規程」も実質的に発効させている。 
 これは、川下メーカーにとっては回答すべき対象物質が明確化されたことになるが、前項

でも触れたように新しい候補物質が公表されたことで、今後「回答しなければならない対象

物質数」が増えることは避けられない。 
 メーカーに対する消費者からの問い合わせは欧州内ではもちろん、欧州に製品を輸出して

いる国内メーカーに対しても寄せられているが、成形品メーカーにとって全ての自社製品お

よび全ての SVHC 物質に関して含有情報を確認することは容易ではなく、問い合わせ対応

の時間労力の負担も無視できないなど、その対応は難しい問題となっている。 
 
 第Ⅲ章でも触れているようにドイツにおいても SVHC 含有問い合わせに対する対応はや

はり難しい問題と認識されている。SVHC 含有情報を全ての製品に対して準備しておき、問

い合わせに対応するのが理想ではあるが、現実には問い合わせに対応する形で、サプライヤ

ー確認依頼を出すといった形にならざるを得ないのが実情である。 
 ドイツ機械工業連盟（VDMA）などでは会員企業に対して一種の「標準回答例」を示して

いるが、これも SVHC 含有情報が手元に準備できていないことを前提とした回答文になっ

ている。 
 また、含有情報の確認に連動して部品や材料系のメーカーに対する川下メーカーからの問

い合わせが急増し、川中メーカーの負担を増やしているというのも欧州・日本に共通した状

況といえる。SVHC リストの物質数が増えていくのが不可避であるだけに、「45 日問題」は

今後も大きな問題として存在し続けると考える必要がある。 
  
  
4）罰則規定に関して 

 
 REACH 規則の 126 条では「加盟国は（REACH 不遵守に関する罰則規定を）2008 年 12
月 1 日までに EU 委員会に通知しなければならない」と定められている。 
 しかし、実際にはこの期限までに罰則規定を通知してきたのは 15 カ国であり、残りの国々

は 2009 年末までの提出を約束した。従って、現状の罰則内容は国によってかなり差がある

のも事実である。 
 EU 全体に適用される同一の規制に対して罰則が国ごとにばらばらであるとうい状況を放

置すると、単に不公平であるというだけにとどまらず、たとえば「規制の厳しい国からゆる

い国に工場を移転させる」といった事態も招きかねない。 
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 こういった罰則格差調整のため、本来は 2009 年中ごろに罰則比較の中間報告、2009 年末

には罰則の比較調整などがあるとされていたが、2010 年 1 月段階で比較調整が済んだとい

う情報はない。加盟国の半数近くが罰則規定の提出を実質的に約１年延ばしたことから考え

て、各国規定の比較調整作業のスケジュールも遅れていているものと考えられる。 
  
 現段階で判明している主要国の罰則既定は次頁の表に示すとおりであるが、軽微な違反に

対してもかなりの罰金額が設定されているほか、意図的・悪質な不遵守に対しては禁固刑等

を含む罰則が定められており、全体としては厳しい内容になっていることを認識する必要が

ある。 
 
REACH 規則不遵守に対する主要国罰則規定概要（検討段階案含む） 

国名 罰則内容 

アイルランド 長 2 年の禁固刑、もしくは 300 万€（約 4 億円）の罰金刑 
英国 ●治安判事裁判所に告訴された場合、 高 5,000 ﾎﾟﾝﾄﾞ（約 75 万円）の罰

金、及び/あるいは 3 ヵ月の禁固刑 
●刑事法院に告訴された場合、上限なしの罰金、及び/あるいは 高 2 年の

禁固刑 
ドイツ ●低レベルの不遵守（情報伝達義務違反など）の場合、10 万€（約 1300

万円）以下の罰金または 2年以下の懲役 

●高度で重大な不遵守の場合、 大 5年の懲役 
スペイン 「深刻な罪」と認定された場合、 高 120 万€（約 1.6 億円）の罰金刑 
オランダ 重罪かつ意図的な違反は 7.4 万€（約 960 万円）の罰金刑 
フランス 高 2 年の実刑、もしくは 7.5 万€（約 980 万円）の罰金刑、もしくはそ

の両方 
注）罰金額の円換算については 1€＝130 円、1 ﾎﾟﾝﾄﾞ=150 円での概算表示 
出典：（独）中小企業基盤整備機構、EDN Japan 等の Web ページを元に作成 
 
 上表のような罰則とは別に通関時の査察においてその物質が予備登録を済ませているこ

とを示す登録番号の提示、あるいは REACH 規則の対象とならない 1t/年未満の量であるこ

とのエビデンス提示などを求める国もある。 
 欧州現地調査においても日本→EU への輸出に際して、輸出元の日本企業が REACH 規則

に基づく唯一の代理人に手続きを委託しているという証明を求められたといった例もきか

れている。今後 EU とのビジネスにおいては、法の遵守ということはもちろん、それらを証

明するためのエビデンス類についても十分な配慮が必要であるといえる。 
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5）REACH 規則の見直しに関して 
 
 REACH 規則は 2012 年までに見直しを行うことが予定されている。これは当初から想定

されていた見直しであり、その目的は「他の規則との重複を避けるための適用範囲の見直し」

とされ、見直し期限は 2012 年 6 月 1 日と決められている。 
 REACH 規則に関しては 2013 年、2014 年にも見直し予定はあるが、これらが特定の物質

群に関する適用範囲の見直しといったように比較的具体的かつ狭い範囲の見直しであると

されているのに対し、2012 年の見直しは「他の規則との重複を避けるための適用範囲の見

直し」という、やや漠然とした表現になっており、見直しの範囲や内容も現状では見通しが

つかない状態にある。 
 ただ、欧州内には 2012 年の REACH 規則見直しがかなり大幅なものになるのではないか

という見方も多く、今年度の現地調査段階でも REACH 見直しに関するコメントは多い。 
 
 たとえば、成形品に関する SVHC 含有 0.1wt%の「分母問題」については、現行では「成

形品全体」と見なされているが、この考え方に対して特定 6 カ国（オーストリア、ベルギー、

デンマーク、フランス、ドイツ、スウェーデン）が不支持であることが REACH ガイダンス

文書にはわざわざ明記されている。 
 仮に 2012 年の見直しでこの分母問題が再燃し、RoHS との整合を高めるために分母は成

形品全体ではなく均質材料とする、といった改定がなされた場合、機械メーカーのうける影

響も非常に大きくなる。 
 上にも述べたように、2012 年の見直しがどのような内容になるかは現状では全く見通せ

ない状況にあるが、見直し内容次第では機械産業にも重大な影響があるだけに、2010 年に

も始まるとされる REACH 規則の見直し動向については注意を払っておくことが必要であ

ろう。 
 
 
２―２．RoHS 指令、CLP 指令、その他  
 
1）RoHS 指令の動向 
 
 2006 年に施行された RoHS 指令は基本的に 4 年ごとに見直す方針になっていたため、

2010 年に何らかの改正があると見られており、2008 年末ごろから 2009 年にかけて、その

改正案が何度かに分けて公表された。 
 今回の改正で大きなポイントになるのが、①規制対象となる製品分類の追加と②規制対象

物質の追加であり、このうち①の規制対象製品分類の追加についてはこれまで提供除外扱い

となっていたカテゴリー8 の医療機器、カテゴリー9 の監視・制御機器も対象にする改正提
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案が 2008 年 12 月に EU 委員会から発表されている。 
 
RoHS 指令対象製品群の改正案（アミカケ部分が追加カテゴリー） 
ｶﾃｺﾞﾘｰ 物質名 ｶﾃｺﾞﾘｰ 物質名 

1 大型家電製品 6 電気・電子工具 
2 小型家電製品 7 玩具・レジャー機器 
3 情報技術・電気通信機器 8 医療機器 
4 消費者用機器 9 監視・制御機器 
5 照明器具 10 自動販売機 

出典：（独）中小企業基盤整備機構 HP 等を元に東レ経営研究所作成 
 
 ただ、その後の理事会や議会でこの改正提案に対する修正案が出されたことで事態が複雑

化している。特に議会の修正案では 11 番目のカテゴリーとして「10 製品群以外の電気・電

子機器」の新設も提案されているが、これは事実上 RoHS 指令がすべての電気・電子機器に

適用されることになる。2010 年 1 月段階では 終的な改正内容が不明であるが、改正案次

第では RoHS 指令の対象が一気に「すべての電気製品」になってしまう可能性が存在するこ

とは留意する必要がある。 
 
 前掲②の規制対象物質の追加に関しても EU 委員会の改正案発表後の検討・修正案出現に

よって情報が錯綜している。現行の 6 物質（鉛、カドミウム、六価クロム、水銀、PBBs、
PBDEs）に追加される規制対象物質の候補は当初 46 物質あり、それが 17 物質に、さらに

9 物質に絞り込まれ、 終的には下表の 4 物質が優先評価対象物質として示されたことは昨

年度調査報告書でも言及したとおりである。 
 
RoHS 改正提案における優先評価物質 

物質名 主な用途 
HBCCD ﾍｷｻﾌﾞﾛﾓｼｸﾛﾄﾞﾃﾞｶﾝ 発泡ｽﾁﾛｰﾙ用難燃剤、接着剤硬化促進剤、繊維ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 

DEHP ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ 塩ビ用可塑剤 
BBP  ﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾌﾞﾁﾙ 塗料、接着剤等の可塑剤 
DBP   ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ 塗料、接着剤、ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系樹脂などの可塑剤 

出典：（社）日本ﾊﾞﾙﾌﾞ工業会 HP、(独)中小企業基盤整備機構 HP 等を元に昨年度作成した表を再掲 

 
 しかし、欧州議会の修正草案では現行 6 物質を PartA とし、これに加えて PartB として

7 つの物質（群）が示されている。いずれも閾値は 0.1％であり、No.1～3 は上表に掲げた

物質と重複している。 
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欧州議会修正案に示された追加物質（No.は便宜的なもの） 

No. 物質名 No. 物質名 

1 DEHP ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ 5 塩素系難燃剤 

2 BBP  ﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾌﾞﾁﾙ 6 PVC ポリ塩化ビニル 

3 DBP   ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ 7 塩素系可塑剤 

4 臭素系難燃剤  

出典：（独）中小企業基盤整備機構 HP 等を元に東レ経営研究所作成 
 
 2010 年 1 月段階では RoHS 追加物質が 終的決定内容は不明であるが、いずれにしても

2010 年中には改正 RoHS 指令が欧州議会で採決されるとみられる。ただ、規則ではなく指

令であることから、2010 年に議会で採決されたとしてもその後各国での法制化作業が必要

になるため、実際の規制として発動するまでには数年程度の遅れが生じることが考えられる。 
 
 
2）CLP 規則の動向 
 
 EU の化学物質関連規制の中で新しく制定されたものとして「化学物質および混合物の分

類・表示・包装に関する規則」（Regulation on Classification, Labeling and Packaging of 
substances and mixtures：以下 CLP 規則と表記）にも触れておく必要がある。 
 この規則は 2009 年 1 月 20 日に発効したものであり、基本的にはこれまで存在した分類、

包装、表示に関連した二つの指令（67/548/EEC、1999/45/EC）を改正・統合したものであ

るが、改正に際して GHS（Globally Harmonized System of Classification and Labeling of 
Chemicals：化学品の分類および表示に関する世界調和システム）、さらに REACH 規則の

分類・表示を取り入れている。一言でいえば、従来の化学物質分類・表示規制を REACH の

分類・表示インベントリー(第 XI 篇)などと組み合わせ、その上で表示デザイン等は GHS と

の整合を持たせたものということができる。 
 
 重要なのは、CLP 規則が規制対象としているのはその名が示すとおり「化学物質あるい

は混合物」であり、基本的に成形品はこの規則の範囲外となっているということである。従

って、我が国の機械メーカーなどが欧州に製品を輸出するに際して CLP 規則に基づいた届

出や表示などが義務になることも基本的にはない。 
 しかし、だからといって CLP 規則が成形品メーカーとは無関係な規制ということにはな

らない。たとえば EU 内に工場を持つ日系機械メーカーが日本から化学物質や混合物等の原

料を調達（輸入）しようとすれば、CLP 規則に則って物質の分類や表示を ECHA に届出る

必要がある。 
 CLP 規則はすでに述べたように 2009 年の 1 月 20 日に発効している。しかし従来の二つ

の指令が廃止されて CLP に完全移行するまでの移行期間が設けられており、その移行期間
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が物質と混合物とでは異なることにも留意しておく必要がある。 
 
 CLP 規則の移行期間スケジュール 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
出典：各種文献資料等を元に東レ経営研究所作成 

 

 なお、CLP 規則でいうところの「混合物-mixture-」とは、これまで REACH 規則など

の中に頻出した「調剤-preparation-」という言葉と同じ意味であり、今後は「混合物」

という用語が用いられるとされている。従って、CLP 規則の「物質・混合物」と REACH
規則の「物質・調剤」の間に意味の違いはない。 
 用語の変更に伴い、今後 REACH 規則などでも従来の「調剤」にかわって「混合物」

という用語が用いられると考えられるが、混乱を避けるために本報告書においては、混合

物という表記は本項のみにとどめ、他は従来通り「調剤」という表記を用いる。 
 

 
 
２―３．EU 以外の海外化学物質関連規制に関して 
 
1）米国の動向 
 
①連邦 RoHS 法 
 米国の化学物質規制に関する動きでは 2009 年の 5 月に下院に提案された電気製品環境設

計法（EDEE Act：Environmental Design of Electrical Equipment Act）が注目される。 
 これは電気製品における特定の化学物質の含有を規制した法律であり、規制対象となって

いる物質が EU の RoHS と同じ 6 物質（水銀、鉛、六価クロム、カドミウム、PBB、PBDE）

であり、さらに含有の閾値も RoHSと全く同じ（カドミウが 0.01wt%、他の 5物質が 0.1wt%）

であるなど、事実上の「連邦 RoHS 法」という性格を強く帯びた法規制になっている。 
 
 2006 年の EU・RoHS 指令発効後、各国がほぼ同様の対象物質・閾値でそれぞれ規制を制

67/548/EEC 
危険な物質の分類、包装、 
表示に関する理事会指令 

1999/45/EC 
危険な調剤の分類、包装、 
表示に関する理事会指令 

2009.1.20 

CLP発効 

2010.12.1 

物質移行期限

2015.6.1 

混合物移行期限 

分類は併用 

表示はCLPを適用

分類・表示とも 

CLPを適用 

分類・表示とも 

CLPを適用 

旧指令が義務 

CLPは任意 

旧指令が義務 

CLPは任意 

物 

質 

混
合
物 
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定して RoHS が事実上の国際スタンダードになっているが、米国の場合は、たとえばカリフ

ォルニア州の「電子廃棄物リサイクル法」が RoHS と同じ 6 物質を規制対象としていたよう

に州単位の規制で RoHS に追随する動きは見られたものの、これまで連邦法としての規制制

定の動きは少なかった。 
 
 しかし、州ごとの規制内容に差が出るという状況が生じたことで、米国の業界内にはむし

ろ規制の不一致の存在が米国の電気・電子業界にとってはマイナスになっているという意見

が出始めた。 
 数年前には米国の流通業界が「州ごとに異なる規制が存在することによる混乱防止」「電

機メーカーや販売業者の負担軽減」「EU の RoHS 法と同様の規制を国の法律として制定し

た日本や中国等に対する競争力維持」などを目的として、連邦規制の制定を求める意見を発

表しており、今回の「連邦 RoHS 法」はそれらの要望に沿ったものになっている。 
 
②TSCA 改正動向 
 米国における化学物質リスク管理の も基本的な枠組みである有害物質規制法（Toxic 
Substances Control Act 以下 TSCA と記載）の強化・改正はこれまでもその動きがあった

が、共和党政権下では実現していなかった。 
 しかし、民主党政権となり、さらにオバマ大統領が指名した人物が EPA（Environmental 
Protection Agency：米国環境保護局）長官になったことで、これまで産業界側寄りの内容

であるという指摘もあった TSCA の改正が現実的になり、2009 年 9 月には新 EPA 長官が

TSCA 改正にあたっての 6 原則を発表している。 
 
TSCA 改正に向けた 6原則 

 1．化学物質はリスクベースによる安全基準に従って審査されるべきである 
 2．製造業者は、新規・既存の化学物質の安全性を証明するために必要な情報を EPA に対

して提供すべきである 
 3．リスクマネジメントの判断に際しては、影響を受ける人々やコスト、社会的な便益な

どが考慮されるべきである 
 4．新規・既存化学物質の優先度の高いものについて、製造業者と EPA が速やかに審査を

実施すべきである 
 5．環境に配慮した化学産業（グリーン・ケミストリー）を奨励し、透明性確保と情報ア

クセスの強化がなされるべきである 
 6．EPA には実施のための十分な資金が与えられるべきである 
原文、及び化学物質国際対応ﾈｯﾄﾜｰｸﾏｶﾞｼﾞﾝ等複数の日本語訳を参考に東レ経営研究所作成 
  
 TSCA の改正の具体的な内容、あるいは改正案検討のスケジュールは明確になっていない
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が、民主党議員の間では改正案の議会上程の動きも出ており、2010 年中には具体的な改正

内容が明らかになってくることが考えられる。 
 
 
2) 中国の動向 

 
 中国の化学物質関連規制としては、一般に「中国 RoHS」といわれる「電子情報製品汚染

抑制管理規則」があり、これについては本調査の平成 18 年度報告書にも「電子情報製品汚

染管理弁法」として言及している（本報告書では以下中国 RoHS と表記）。 
 中国RoHSは2007年3月1日に施行されているが、これはいわば施行の第一段階であり、

有害物質の表示義務だけを定めたものであった。つまり、この段階では定められた表示方法

さえクリアしていれば、有害物質の使用そのものが制限されることはなかったことになる。

これが表示規制から含有規制になるのが第二段階施行であり、その段階で優先的に規制対象

となる製品群（重点管理目録）も公表されるとされていたが、昨年度の段階ではその公表時

期や重点管理目録の内容は明確になっていなかった。 
 
 2009 年 9 月 29 日、重点管理目録の 初の案が公表され、対象になったのは「移動用端末」

「電話機」「コンピュータ用プリンタ」の 3 製品群であった。制限対象となる有害物質は EU
の RoHS と同じ 6 物質であり、その閾値もカドミウムが 0.01wt%、それ以外は 0.1wt%であ

る。 
 含有制限物質や閾値などの基本的な部分は RoHS と同じであるから、その意味では中国

RoHS は文字通り、EU の RoHS がそのまま事実上のグローバル・スタンダードとなって拡

大していくプロセスであるといえる。 
 ただ、9 月に公表された重点目録案の細かい部分、たとえば暫定使用制限の除外とされる

適用除外項目などに関しては製品群別に若干の違いもあるため、関連する企業にとっては注

意が必要になる。 
 
 中国 RoHS では実際の制限使用規制の開始が「目録正式公示後 10 ヵ月」とされている。

昨年 9 月に公表されたものはまだ正式公示ではなく「案」であり、今後のパブリックコンサ

ルテーションの結果によって変更が生じる可能性があるが、2010 年中には正式公示になる

ことが十分考えられる。 
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３．エネルギー関連規制・制度の動向 
 
３―１．EuP 指令の動向 
 
1）EuP 指令の概要 
 
 EuP 指令の正式名称は「エネルギー使用製品のエコデザインに関する指令」（Directive on 
EcoDesign of Energy-using Products）である。REACH 規則が成形品メーカーにとっては

「化学物質の使用や含有に関する規制」という性格を持っていたのに対し、EuP 指令はいわ

ば「製品ごとの省エネ規制」であり、EuP 指令は基本的に電気製品や機械などの成形品メー

カーのみが対応を迫られる規制といえる。 
 EuP 指令は 2005 年 8 月に発効しているが、発効当時の規制形態はいわゆる「枠組み指令」

であり、製品ごとのエネルギー消費基準などの内容は、それぞれの製品ごとに制定される実

施措置が明確にならなければ不明、という性格のものであったこと。 
 EuP 指令の施行までには下図のように何段階かのプロセスを必要とするため、2005 年の

指令発効当時は施行がいつになるかもわからない状態であり、具体的な規制内容も明確では

なかった。そのため、その後数年間は産業界の関心は REACH 対応に向けられ、EuP 指令

に対する関心・危機感は EU においても日本においても相対的にやや低いものがあった。 
 
EuP 指令の実施措置決定プロセス 

 
 
 
 
 
 
 
出典：各種文献資料、ヒアリング情報等を元に東レ経営研究所作成 
 
 実施措置の策定においては当初 19 のロットが先行してロットごとの担当コンサルタント

会社が決められ、予備調査がスタートした。ただ、予備調査自体も軽く 1 年程度、その後の

コンサルテーションフォーラム等も相当の検討期間が必要であり、さらにこれらの決定プロ

セスの間にはパブリックコメントの募集なども挟まれる。そのため、多くの実施措置は 2009
年に施行されているが、中にはまだ予備調査段階にあるといったものもあり、19 ロットの

間でもその進捗にはバラつきがある（次頁表参照）。 
 

②予備調査 

ﾛｯﾄ別にｺﾝｻﾙﾃｨﾝ

ｸﾞ会社が製品定

義や技術動向、改

善余地等を調査 

③ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝﾌｫｰﾗﾑ 

加盟国政府、業界団

体、消費者団体、環

境団体等代表者に

よる実施措置検討 

④規則案作成 

EU 委員会による

実施措置規則案

策定 

⑤規制委員会 

規則案の検討と

投票採決 

⑥議会承認 

⑦EU 委員会採択 

⑧官報公示 

①作業計画 

優先的に実施措

置を採用する製

品分野を策定 
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 ここで複雑なのは、ロット別の製品分類が一括して実施措置が決められていないケースが

あることである。たとえば下表のロット 11「電気モーター、ポンプ、換気扇」の電気モー

ター、ロット 19 の中の白熱電球など、一つのロットの中でも特定製品群の実施措置施行・

義務化が先行しているという例は少なくない。 
 このロットナンバーによる分類は EU のエネルギー・運輸総局や企業総局などが便宜的に

つけた通し番号という面もあることから、実施措置検討・施行の単位とロットナンバーとが

完全には一致していない。これまで日本で発表された EuP 関連資料などは 19 のロットで分

類しているものが多いことから、下表ではロット分類に基づいて整理している。 
 
EuP 指令における先行機器の規制化進捗動向 

ﾛｯﾄ 製品分野 進捗状況 

1 ボイラー 
2 温水器・給湯器 

事前調査終了、ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝﾌｫｰﾗﾑで実施措置協議 

3 パソコン、PC 用モニター 
4 ｺﾋﾟｰ機、ﾌｧｸｽ、ﾌﾟﾘﾝﾀ、ｽｷｬﾅ 

ともに事前調査終了。業界自主規制（ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ・ｱｸﾞ

ﾘｰﾒﾝﾄ）導入の可能性あり 
5 テレビ 2009.8.12 施行 
6 待機電力、ｵﾌ時のｴﾈﾙｷﾞｰﾛｽ 2009.1.7 施行 2010.1.7 より第一段階義務化 
7 充電機器、外部電源 2009.4.27 施行 2010.4.27 より第一段階義務化 
8 オフィス照明 
9 街路灯 

2009.4.13 施行 2010.4.13 より第一段階 
→2011.4 第二段階→2017.4 第三段階義務化 

10 住宅用エアコン 事前調査終了、ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝﾌｫｰﾗﾑで実施措置協議 
11 電気モーター、ポンプ、ﾋﾞﾙ用

換気装置、非住居用換気装置

電気ﾓｰﾀｰは 2009.8.12 施行。2011、2015、2017 三

段階に分け義務化。ポンプ、換気扇等はｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝﾌ

ｫｰﾗﾑで実施措置協議 
12 商業用冷凍庫、冷蔵庫 事前調査終了、 終報告書提出済み 
13 家庭用冷凍庫、冷蔵庫 2010.7 から 3 段階に分けて実施措置義務化 
14 家庭用食器洗い機、洗濯機 2009 年中に欧州議会で採択予定 
15 暖房用固形燃料燃焼装置 
16 衣類乾燥機 
17 掃除機 

 
事前調査中 

18 セットトップボックス 単純型は 2010.2 第一段階、2 年後に第二段階義務化

複雑型は事前調査終了 
19 家庭用照明器具 一部 2009.9.1 から義務化（白熱電球など）。他はｺﾝｻ

ﾙﾃｰｼｮﾝﾌｫｰﾗﾑで実施措置協議または事前調査中 
出典：JETRO ﾌﾞﾘｭｯｾﾙｾﾝﾀｰ、JEMA 資料などを元に東レ経営研究所作成。進捗状況は 2009 年 8 月時点 
 
 
 EuP 指令をさらに複雑にしているものとしてボランタリー・アグリーメントという仕組み

がある。これはいわば「業界による自主規制」ということであり、EuP 指令による法的規制

ではなく、行政側の承認を得て業界側が自主的に省エネ基準を作成・実施するという形にな

る。従って、ボランタリー・アグリーメント形式による自主規制が決まったロットについて
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は法規制としての実施措置はない、ということになる。 
  
 EuP 指令は前頁の表に整理した製品を皮切りに、さらに対象が拡大するのは確実であり、

すでに以下の 10 製品分野については 2009 年からの実施措置検討手続きを始めることが

2008 年 8 月の作業計画で示されている。 
 
2009～2011 年作業計画で示された製品分野 

Air-conditioning and ventilation systems 

空調システム・換気システム 

Network, data processing and data storing equipment 

ﾈｯﾄﾜｰｸ機器、ﾃﾞｰﾀ処理・保管設備 

Electric and fossil-fuelled heating equipment 

電力・化石燃料利用の暖房設備 

Refrigerating and freezing equipment 

冷蔵・冷凍機器 

Food-preparing equipment 

食品調理機器 

Sound and imaging equipment 

音響・イメージング機器 

Industrial and laboratory furnaces and ovens 

産業用・ラボ用の加熱炉・オーブン 

Transformers 

変圧器 

Machine tools 

工作機械 

Water-using equipment 

水利用機器 

出典：Communication from the Commission to the Council and the European Parliament 52008DC0660 

和訳については JETRO ﾌﾞﾘｭｯｾﾙｾﾝﾀｰ資料を参考にしている。 

 
 これ以外にも 2012 年以降順次実施措置検討に入ると予想される製品群がすでに示されて

いるが、その中には「自動溶接機」「食品製造機器」「化石燃料を使用する発電装置」等々が

含まれている。当初は「家電向けの省エネ規制」という認識もあった EuP 規制であるが、

今後は商業機器・産業機器分野も徐々に対象に含まれることになるのは避けられないと考え

られ、我が国においても家電業界だけにとどまらず、機械産業全体としての情報収集と対応

準備が求められることになる。 
 
 
2）EuP→ErP 指令への発展拡大 
 
 EuP 指令の対象となる機器は今後増えていくのが確実であるが、EuP 指令の“膨張性”

の高さを示すもう一つの動きが 2009 年に本格化した。 
 「Energy-using Products エネルギー使用機器」を対象としていた EuP 指令が「Energy- 
related Products エネルギー関連機器」に発展し、それ自体でエネルギーを消費しない窓ガ

ラスや断熱材等も規制対象になることに関し、昨年度調査においては「変更するという情報

もある」としか言及していないが、この“拡大 EuP”ともいうべき ErP 指令は正式に 2009
年 10 月 31 日付の EU 官報に告示されるに至っており、EuP 指令は ErP 指令への改定され

たことになる。 
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 ErP 指令においても規制対象の策定プロセスは基本的に変わらないと考えられが、その範

囲がどこまで広がるかについては明確にされていない。 
 ただ、ErP 指令には「エネルギーを使用、発生、移動、測定する製品に加え、たとえば建

築に使用される窓、絶縁材料、またはシャワーヘッドや節水栓のような水使用製品は使用中

のエネルギー節減に大きな貢献をする」という文言がある。つまり、新しい ErP 指令は窓

ガラスなどのようにエネルギー効率の改善に寄与する製品という狭い意味ではなく、節水な

どの概念まで取り込んだ環境負荷低減効果を狙っていると考えられるのである。 
 従って、規制の対象範囲は解釈によっては極めて広いものになり得ると考えられ、産業へ

の影響も多岐にわたることが予想されるだけに、十分な注意が必要になる。 
 

上述のように、ErP 指令は 2009 年 10 月 31 日に EU 官報に告示され、11 月 20 日から発

効している。従って、指令の名称も「ErP 指令」と表記するのが本来であるが、２項の「調

剤・混合物」と同様、混乱を避けるために本報告書においては、従来通り「EuP 指令」

という表記を用いる。 
 

 
3）EuP 指令のポイント 
 
 EuP 指令も REACH 規則も EU が打ち出した環境関連規制であるが、機械などの成形品メ

ーカーにとって EuP 指令は「製品エネルギー消費量に関する製品規制」であり、一方 REACH
規則は「化学物質の使用や含有に関する製品規制」という性格を持っている。 
 しかし、この二つの法規制の間には対象がエネルギー消費量か化学物質リスクかという目

的の違い、あるいは規則か指令かという法形式の違いにとどまらない大きな差異がある。企

業側の対応もこれまでの REACH 規則とは異なるスタンスが求められることになるため、主

に REACH 対応との比較という観点から EuP 指令の重要なポイントを以下に整理する。 
 
①製品分類ごとに異なる事情 

 規制に対応する産業界側の視点から見て、 も重要なポイントの一つとして「製品（ロッ

ト）ごとに規制内容が異なる」という点が指摘できる。 
 REACH 規則においては、たとえば「調剤か成形品か」「意図的放出か否か」といった法解

釈の部分では業界の一致した見解を打ち出すことが有効であった。また、登録等の規制対応

にしても同じ物質を使っているユーザー同士の間であれば根本的な違いはなく、使用量に応

じた差しか存在しなかった。 
 
 しかし、EuP 指令においてはロットごとに製品分野が異なる以上、たとえばテレビと冷蔵

庫とでは実施措置の内容はもちろん、使用電力量などの測定方法や計算方法も全く異なった

ものになる。ある家電メーカーにとって EuP 指令で求められる省エネレベルを達成すること
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が「テレビにおいては簡単だが冷蔵庫においては難しい」といった事態が起こりえる。しか

もこれはメーカー個々の製品仕様によって異なるため、同一のロットに関して業界で一致し

た対応がとれるという性質のものでもない。 
 
 さらに問題なのは日欧間の利害や日本メーカー相互の利害の差がそこに絡んでくるという

ことである。EuP 指令の実施措置である製品の消費電力の数値が決まったとしても、実際の

値はその測定方法や計算方法によって異なる可能性は十分にある。従って、あるロットの消

費電力に関して特定の測定方法が指定されたとしてもそれが欧州メーカーには標準的な方法

であっても日本メーカーには不利になるということもあり得るし、日本メーカー同士の間で

も装置の仕様によって有利・不利の差が出てしまうことも考えられる。 
 同一の規制への対応に関して、難易度の差が出るというのは企業にとっては重大な利害に

直結する。そして、そういった利害の一致・不一致の状況が業種や国によってではなく、企

業ごと、製品ごとに違ってしまう可能性があるということが、EuP 指令特有の難しい問題な

のである。 
 測定方法や計算方法といった技術上の細目において不利な部分があれば、公平性確保のた

めに欧州の業界団体や自社の欧州法人等を通じて何らかの声を発する必要が出てくるが、そ

ういった有利・不利は純粋に技術的な仕様に依存するため、結果的に業界や業種、あるいは

国や地域によって「横並び」で対応しづらいものになる。 
 
 別の言い方をすれば、EuP 指令への対応は REACH と違って製品分野ごとの「局地戦」と

いう性格があり、しかもその“戦況”は企業ごと、製品ごとに大きく違ってくるということ

になる。EuP 指令は REACH 以上に、企業個々の対応力が強く問われる環境規制であるとい

えよう。 
  
②規制の持つ拡大可能性 

 すでに触れたように、EuP 指令で規制対象となる製品分野は今後増えていくのは間違いな

く、さらに、製品分野や対象領域の拡大を「ヨコの拡大」とすれば、「タテの拡大」の可能性

があることも EuP 指令のポイントといえる。たとえば、EuP 指令で規制対象になっている

電気モーターは「1～150kW」の範囲であり、日本の場合でいう大型高圧モーターなどは対

象になっていない。しかし今後モーターという製品分野の中で対象範囲がより大型にまで拡

大するという可能性もまた十分あると考えるべきであろう。 
  
 さらに問題なのは、EuP 指令が ErP 指令に改正されたことで今後は電力を使う機械だけで

はなく、素材・部材系製品のメーカーにとっても ErP 指令は大きな影響を与える可能性があ

るということである。それが窓ガラスや断熱材といったエネルギー効率アップに寄与する製

品であれば、省エネという延長線上で捉えることもできるが、シャワーキャップに例示され
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ているように、ErP 指令はエネルギーだけではなく「節水」という概念まで包括したものに

なっている。 
 ErP 指令が「エネルギー関連製品のエコデザインに関する指令」であり、そこに節水とい

う概念まで含まれるとなると、解釈次第ではほとんどの製品が ErP 指令の対象になり得るこ

とになる。 
 今後、EU がこの指令の適用範囲をどこまで拡大させるかを見通すのは難しいが、ErP 指

令になったことで、適用範囲の広がる可能性が非常に大きくなったことは確かであろう。 
 
③システム的観点の欠落 

 家電製品などでは問題になりづらいが、ポンプやモーターなどのプラントに用いられるよ

うな産業機械が EuP 指令の対象になると、「システムとしての観点」が欠落していることが

メーカーに不合理を強いる可能性があり、これは今年度の海外現地動向調査などでも強く指

摘されている。 
 プラントで使われる大型機械は必然的に他の機器・機材と共にひとつのシステムとして設

計され、組み上げられる。従って、機械メーカーやエンジニアリング会社、そして機械のユ

ーザー側にも個々の装置単体の電力消費量よりもシステムトータルでのエネルギー効率を重

視するケースが少なくない。 
 
 しかし、EuP 指令ではポンプやモーターといった個々の装置単位での省エネ基準のみが定

められており、システムとしての効率に関する視点はない。上述のように、これは家電製品

などであれば大きな問題にはならないが、ポンプやモーターのように通常は他の機器類と組

み合わせることが前提になる装置の場合は、単体の省エネ基準のみ定められるという現在の

EuP 指令の考え方が現実との乖離を招く可能性がある。 
 
 
３―２．EU-ETS の動向 
 
1）制度の概要 
 
 EU 独自の温暖化ガスの排出権取引制度である EU 域内温室効果ガス排出権取引制度

（European Union Greenhouse Gas Emission Trading System：以下 EU-ETS と表記）は

EU 全加盟国を対象に 2005 年 1 月にスタートした（2005 年当時の加盟国数は 25）。 
 この制度は第 1 フェーズ（2005～2007 年）以降、第 2（2008～2012 年）、第 3（2013～
2020 年）と 3 つのフェーズに分けられている。EU 加盟各国はフェーズごとに国別の排出

枠を決め（国内割当計画 National Allocation Plan：NAP）、EU に申請しての承認を得た後

に、その NAP をそれぞれ自国内にある対象施設に対して割り振るという形をとる。 
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 対象となる施設は下表に示すとおりであるが、基本的には発電所や製鉄・非鉄金属業、ガ

ラス、紙パルプ、ガラス等々、エネルギー多消費型の事業所が対象になっており、対象施設

数は全体で約 12,000 件とされる。 
 
 排出枠を交付されるということは、事業者サイドでみれば排出量の上限を決められること

になる。この枠に対して余剰が生じれば、事業者はその排出枠を EU-ETS で売ることがで

き、一方不足が生じた事業者は「EU-ETS 市場で排出枠を買う」「よりエネルギー効率の高

い設備に変更する」「より CO2 排出量の少ない燃料に変更する」などの方法で 1 年ごとに自

社の排出枠を守る必要がある。割当枠を超過した場合は第 1 期では 1CO2t あたり 40 ユーロ

（約 5,400 円）、第 2 期では 100 ユーロ（1.35 万円）の罰金が課せられる。 
 
 
2）EU-ETS のこれまでの経緯 
 
 EU-ETS 第 1 フェーズでは、各国の NAP 数値をトータルした排出枠が当時の加盟国 25
カ国トータルで約 22 億 CO2t/年となった（その後、2007 年加盟のルーマニアとブルガリア

の 2 カ国分を加えて 22.98 億 CO2t に）。実際に排出枠の取引が始まると、価格相場は当初 1 
CO2t あたり 7 ユーロ（約 950 円）程度であったが、徐々に値上がりし、2005 年 7 月には

29 ユーロ（約 3,900 円）にまで上昇した。 
 しかしその後、この約 23 億 CO2t/年という NAP 排出枠の割り当てがかなり過剰ではない

かという見方が強まったことから相場は急速に値下がりし、第 1 フェーズが終わる頃には

1t あたりの相場は 1 ユーロ以下にまで下落した。EU-ETS 第 1 フェーズの 1 年目にあたる

2005 年の場合、EU 加盟国 27 カ国の排出実績トータルは 21.22 億 CO2t/年であるから、NAP
のトータル枠を 1 億 t 以上も下回っており、「過剰な排出枠」であったことが明らかになっ

たが、この供給過剰が排出権価格相場下落の大きな要因になった。 
 
 設定排出枠が過剰であったということは、温暖化ガスの削減効果にも疑問符がつく結果に

なったのは否定できない。また、各国がそれぞれ独自に自国の排出枠を決めるという方式で

は、どうしても自国産業に有利な方向に傾きやすいといった批判などもあったことから、第

3 フェーズに関しては NAP の方式を改め、EU 委員会が EU 全体を一つの単位として一括

の排出枠を設定するという形に変更される予定である。 
 
 しかし、この EU 委員会が EU 全体の排出枠を決定するという方法に関しても今後の不透

明感は拭えない。第 1 フェーズでは各国から申請された NAP 枠に対して、EU 委員会はお

おむね 90～100％の範囲で承認していた。しかし、2008 年からの第 2 フェーズでは前期の

排出枠割当が過剰だったという反省もあって、EU 委員会の NAP 検討が 1 フェーズにくら
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べてかなり厳しくなった。 
 結果として、申請に対して枠が半分近くに減らされるというケースが東欧諸国を中心に増

えることになったが、申請枠を大幅に減らされた国はこれを不服として、相次いで欧州司法

裁判所に提訴したため、事態はさらに複雑化した。 
 
 提訴した国のうち、ポーランドとエストニアに関してはすでに一審判決が下っているが、

その内容は両国とも EU 委員会が大幅に削減した排出枠は無効であり、排出枠の決定権は各

国政府にあるという判断であった。 
 この判決には EU 委員会側が反発しており、今後の展開は混沌としているが、少なくとも

一審判決によって EU 委員会の排出枠決定権限にキズがついたという面があるのは否定で

きない。前述のように第 3 フェーズにおいては EU 委員会が EU 全体の排出枠を決定すると

いう計画に関しても、今後の展開次第で変化する可能性は十分あるといえよう。 
 
 
3）EU-ETS に対する産業界の反応 

 
 上述のように、EU-ETS は少なくとも第 1 フェーズに関する限りは NAP での排出枠設定

が産業サイドにとってはやや緩かったという面があるが、それでも欧州産業界の間には不満

の声がくすぶっており、REACH 規則の時と同様に「EU-ETS の非対象国」に製造拠点を移

す動きがでる可能性も指摘もされている。 
 
 しかし、一方で EU-ETS を前項で触れた EuP 指令と関連づける考え方も存在している。

EuP 指令においては機械単体でのエネルギー消費のみが問題にされ、それらをシステムとし

て組み合わせたプラントなどは対象になっていない。従って、そこだけを見れば「機械メー

カーは EuP 指令に縛られるのに対し、機械をシステムにして売るエンジニアリング企業、

あるいはプラントユーザーなどに対しては全く規制がない」という見方もできる。特に産業

機械メーカーの立場から見れば、EuP 指令は本来システムとして捉えられるべきものを機械

単位に分解し、機械メーカーのみに対応を強いるものだという不満も存在する。 
  
 こういった｢規制のアンバランス｣に対して EU-ETS は補完的な役割を果たしているとい

うのが今年度の欧州現地調査で指摘された点であった。つまり、端的にいえば機械メーカー

は EuP 指令の下で省エネを追求し、エンジニアリング会社やプラントユーザーは EU-ETS
の下で省エネを追求する、という見方である。これは欧州の産業界全体を代表する見方とは

いえないが、機械メーカー以降の「下流カスタマー」も欧州の省エネ関連規制を免れ得ない

という認識の強さを感じさせる見解であるといえる。 
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4）EU-ETS の今後の見通し 

 

 世界の排出権取引の市場規模は 2006 年におよそ 300 億ドル（3兆円）、2007 年には 500 億

ドル（5兆円）を突破したとみられているが、その排出権取引市場の中で EU-ETS は金額ベ

ースで 8 割前後を占めているとみられている。つまり、EU-ETS は規模的には CDM（Clean 
Development Mechanism：クリーン開発メカニズム）や JI（Joint Implementation：共同

実施、ともに京都議定書に基づく排出権取引スキーム）といった他の排出権取引を圧倒する

規模に達していることになる。 
 司法裁判所への提訴など、現在第 2 期に入っている EU-ETS が抱えている問題は少なく

ないが、REACH などの環境規制についても指摘されているように「走りながら考え、修正

する」という方法をとりながら、自らが決めた規制や制度を事実上のグローバル・スタンダ

ードにしてしまうという「先行者利益追求型」の EU 環境戦略がここでも見てとれる。 
 
 欧州でのEU-ETSに対する関心はすでに 2012年以降の第 3期の制度変更に集まっている。

2012 年には前述のように NAP を積み上げる形での排出枠設定をやめ、EU 一括での排出枠

管理に移行する予定であるが、それ以外にもいくつかの重要な制度変更が計画されており、

それらを以下に整理する。 
 
①オークション制の拡大 

 オークション制とは、従来無償で排出事業者に与えられていた排出枠をオークションによ

る有償制にすることである。従って、排出事業者はオークションで排出枠を買い集めること

によって、従来のように「国から決められた排出枠を守る」という制限のみに拘束されるこ

とはなくなるが、そのためには対価を払わなければならないということになる。 
 このオークション制はこれまでの EU-ETS でもごく部分的に導入されてはいたが、第 3
フェーズにおいては導入が本格化する。電力業界に対する排出枠は原則として 2013 年から

全面的にオークション制に移行することが決まっており、その他の産業についても 2013 年

には排出枠の 20％、2020 年に 70％がオークションとなり、2027 年には 100％全面移行の

予定になっている。 
  
②CCS への注力 
 CO2の回収・貯留（Carbon Dioxide Capture and Storage：以下 CCS と表記）は

温暖化ガス削減に向けた有効な技術として EU では近年研究開発が盛んになっており、スペ

インやオーストリアほか複数の国で枯渇ガス田などを使った実証プロジェクトもスタート

している。 
 この CCS が EU-ETS の第 3 フェーズから制度の中に組み入れられる。CCS を導入した

排出事業者がいる場合、CCS への貯留は「排出」とはみなされず、貯留した分の排出枠を
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放棄する必要もない。従って、貯留分はそのまま「余剰」として排出権市場に売ることがで

きることになり、CCS に対する一種のインセンティブを与える仕組みになっている。 
 また、前述のオークション制による収入の一部は再生可能エネルギー開発などの支援資金

にあてられる予定であるが、そういった支援対象のプロジェクトにも CCS が含まれており、

EU 当局の CCS に対する期待の大きさがうかがえる。 
 
 EU は EU-ETS の改正と同時に「CCS 指令」の案も発表しているが、ここでは大型火力

発電所などの建設に際してCCS設置のためのスペース確保やCCS設置可能性の調査などが

義務付けられる方向であり、将来的に火力発電所等での CCS 設置義務付けを狙っているこ

とが伺える。 
 
③航空産業の組み入れ問題 

 昨年度報告書でも言及した、EU-ETS への航空産業の組み入れ問題であるが、これは 2012
年から「加盟国領土上の空港に発着するすべての飛行機」が対象になることが決まった。EU
域内のフライトはもちろんであるが、EU 域外からのフライト、すなわち日本や米国なども

対象になるため、EU の排出権取引制度で EU 以外の国の企業が相当の負担を強いられるこ

とになる。 
 これに対して日本はもちろん EU 域外航空会社からは強い反発の声があがっており、今後

ここでも提訴などの動きが出てくる可能性がある。従って EU-ETS への航空産業組み入れ

が今後スムースに進むかどうかは予断を許さないが、これが実施された場合は我が国航空会

社にとっても低燃費型機体導入などの必要性が高まると同時に、排出枠の購入コストの運賃

転嫁など、大きな影響が広がることが考えられる。 
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４．経済活性化策としての環境・エネルギー関連制度 
 
４―１．EU 環境・エネルギー政策の潮流変化 
 
 2008 年の 9 月に発生したリーマン・ショックに端を発した世界同時不況は、欧州各国の

経済政策・金融政策に大きな影響を与えた。しかし、世界同時不況の影響は経済政策だけで

はなく、環境・エネルギー政策にも同時かつ連鎖的な影響を与えている。 
 
 本調査で主対象としてきた REACH、RoHS、あるいは EuP のような環境関連規制は、基

本的には産業界に対し、これまで以上の環境対策・省エネ対策を求める内容のものであり、

その取組みコストや人的リソースなどの負担も企業サイドが負う。規制の目的が「化学物質

リスクの低減」「省エネ」「低炭素化促進」である以上、産業界にある程度の負担を強いても、

環境を優先すべきという流れがあったことは確かである。 
 
 しかし、世界同時不況によって産業界が大きな痛手を負ったことで、EU 各国政府として

も景気刺激策の投入によって冷え切った需要を喚起することが 優先課題となった。これま

での EU の環境政策がどちらかというと産業界に義務・負担を求める性格があったのに対し、

世界同時不況後の環境政策においては企業の体力を奪うような環境規制を前面に出しづら

くなったのは確かであろう。 
 その一方で 2009年 12月にコペンハーゲンで開催されたCOP15にみられるように低炭素

化の促進が世界的な緊急課題であり、さらに 2020 年にはヨハネスブルグ合意による化学物

質リスクを 小化する目標年も近づいてきている。EU の産業活力回復を狙うとしても「環

境保全・低炭素化・省エネ推進の手綱をゆるめる」という要素が入り込む余地はない。 
 
 そこで、EU 各国政府が注力したのが環境マーケット拡大につながる施策への集中的・積

極的な財政出動である。つまり、環境保全や省エネという目的はそのままに、環境分野への

助成や公共投資等々によって環境関連需要を創出し、これを牽引車として景気浮揚・産業育

成・雇用創出などにつなげていこうという考え方である。 
 環境、省エネ、低炭素等に係る技術・産業は今後長期的に、しかも世界的に巨大な需要が

あると確実視されるだけに、この分野における自国の産業育成はそのままグローバルなエ

コ・マーケットにおいて自国が強い競争力を持つことにつながる。 
 
 このように、世界同時不況後の EU 環境政策は従来の「主に民間企業の義務・負担強化に

よって環境保全を推進する」という流れに加えて「環境需要の創出によって産業強化を図る」

という側面が大きく前面に打ち出されている。いわば「経済・産業政策としての環境規制・

環境制度」がクローズアップされたのが世界同時不況後の EU 環境政策であるといえる。 



－25－ 

 本項では需要創出・産業育成という側面を強めた EU の環境政策・制度等について整理し

ている。 
 
 
４―２．EU、および主要国の環境・エネルギー関連投資動向 
 
 EU にはリーマン・ショック以前から太陽光などの再生可能エネルギー発電からの電力を

高額で買い取る FIT 制度（Feed-in Tariff：固定価格買取り制度）など、環境・新エネルギ

ーに関する手厚い優遇制度が普及しており、その後この制度はやや形を変えて我が国でも導

入されている。 
 本章初めでも触れたように、2008 年秋に始まった世界同時不況後はこういった環境関連

の支援策に景気浮揚、雇用創出という狙いも持たせてさらに相次いで投入されており、その

傾向は欧州経済回復計画にも強く表れている。 
 
 欧州経済回復計画における EU 委員会 2009 年拠出予算 

項 目  

欧州社会基金（ESF）の支払い前倒し 18 億€ 社会・ 

結束基金 結束基金の支払い前倒し 45 億€ 

 63 億€ 

ｶﾞｽ相互接続（6PJ）       10.25 億€

電力相互接続（4PJ）       7.05 億€

ｶﾞｽ・電力小離島ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ     0.2 億€

ｴﾈﾙｷﾞｰ 

エネルギー相互接続 PJ 計   17.5 億€

洋上風力（5PJ）         5 億€

CCS（5PJ 11 サイト）     12.5 億€

 

 

35 億€ 

 

インフラ等 

過疎地 

開発 

ブロードバンドインフラ PJ 向け     

CAP 制度調整作業の課題取組   

10 億€ 

5 億€ 

 

 

 

 50 億€ 

「賢い投資」 

官民ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ 

クリーン自動車   （イニシアチブ総額 50 億€） 

建物エネルギー効率 （イニシアチブ総額 10 億€） 

未来の工場     （イニシアチブ総額 12 億€） 

 

 21 億€ 

TEN-T,向け資金の前倒し払い   5 億€ 

その他プロジェクト   5 億€ 

EU 委員会 TOTAL 144 億€ 

出典：JETRO「ユーロトレンド」2009.2 
 
 欧州経済回復計画は世界同時不況の発生に対応して 2008 年 11 月 26 日に欧州委員会が発

表したものであり、総額は 2,000 億ユーロ（約 27 兆円）にのぼるが、この 8 割以上は各国

の財政出動で構成され、EU 委員会、および欧州投資銀行などの EU 関連機関からの拠出が

約 300 億ユーロ（約 4 兆円）を占める。 
 EU 委員会はこの 300 億ユーロの半分近い 144 億ユーロ（約 2 兆円）を拠出し、その対象

プロジェクトを 2009 年 1 月に発表しているが、その中では再生可能エネルギー発電関連や
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前述の CCS、あるいはクリーン自動車などへの財政的支援が大きな柱になっており、EU 委

員会が環境・エネルギー関連投資を景気浮揚の重要な牽引役として位置づけていることがわ

かる。 
 
 国別の景気対策においても環境・エネルギー関連の財政出動項目が目につく。下表に英国

とドイツの例を整理する。 
 
英国「低炭素移行計画」における主要項目 

・大型再生エネルギー発電導入への財政支援を 2037 年まで延期 
・小型再生可能エネルギー発電導入支援策として FIT 制度の導入 
・鉄道輸送などのエネルギー改善に 5.3 億ポンドを投入 
・高齢者、低所得者向けに高効率熱源システム導入に助成（3500 ポンド） 
・環境関連研究開発、実証、普及等の技術革新に対する支援 

 
ドイツの環境関連主要支援策 

・建物のエネルギー効率向上のための投資促進を目的に、09 年と 10 年に 
 30 億€追加支出 
・08.11.5〜09.6.30 に新車登録した乗用車が特定の排ガス基準を満たす場合、登録日以降 
 2 年間、自動車税を免除 
・09 年と 10 年に中小企業の研究開発に 9 億€を助成 
・ハイブリッド、燃料電池、蓄電技術等の研究開発に 09 年〜11 年に 5 億€の助成・勇姿 

出典：ともに JETRO「通商弘報」09.9.11 および 09.9.14 
 
 ドイツは 2009 年の 9 月に「国家エレクトロ・モビリティ開発計画」を発表しており、2020
年までに電気自動車の国内普及台数を 100 万台にすることを目標にしており、上表の財政的

支援もその戦略と連動している。 
 
 重要なのは、こういった EU の企業向け施策の多くが、対象が EU 内事業所であればそれ

が日系企業であるかどうかを問題にしていないという点である。従って、欧州に進出した日

本企業にとってもこれらの支援策は大きなビジネスチャンスに結びつく可能性があり、その

事例を次項に紹介する。 
 
 
４―３．日本企業の EU 環境ビジネス動向 

 
①日立製作所のケース 

 EU の環境施策を自社のビジネスチャンスに生かした例として、代表的なものに日立製作

所の鉄道事業が挙げられる。上表にあるように英国政府は鉄道輸送等のエネルギー改善に巨
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大な投資を計画しているが、その計画に同社のハイブリッド鉄道車両技術が生きたという事

例である。 
 
 日立製作所はすでにドーバー海峡トンネル連絡線用の車両受注など、英国での実績を積ん

できたが、2009 年には英国のゼネコンなどと共同で英国の都市間高速鉄道車両の製造・保

守等に関する案件の優先交渉権を獲得することに成功した。 
 これは 2013 年から 2018 年末までに 大 1400 両を導入し、英国内の鉄道網の幹線高速鉄

道化を進めるプロジェクトであり、同社はリチウムイオン電池とディーゼルを組み合わせた

ハイブリッド車両などを供給する計画である。 
 
 このプロジェクトは単に日本製の車両を英国に輸出するというだけではなく、現地での組

み立て工場建設、保守・回収業務の立ち上げなど、現地での事業化が大きく組み込まれてい

るのが特徴であり、同社では車両の組み立てや保守拠点の建設、さらに保守業務などで約

2500 人の現地エンジニア雇用創出につながるとしているが、こういった雇用創出効果が英

国側にとっても大きなメリットをもたらしている。 
 
 
②日産自動車のケース 

 前頁でも触れた英国の「低炭素移行計画」では、英国内それぞれの地域別特色を生かした

技術開発や実用化を支援する低炭素経済地域（Low Carbon. Economic Area：LCEA）が指

定されており、たとえば南西イングランドでは潮力・波力発電の研究開発に総額で 1 億ポン

ド（約 150 億円）を支援する計画になっている。 
 この LCEA の第 1 号として指定されているのが北東イングランド地域における低炭素自

動車の研究・実証プロジェクトであるが、このプロジェクトの中心になっているのが日産自

動車である。 
  
 日産自動車はこの地域にあるサンダーランド工場に自動車用のリチウムイオン電池工場

建設のために数百億円規模の投資を計画しているが、英国政府はこれに連動して充電設備や

テストトラック等の関連インフラ整備、製造やメンテナンスのスキル向上支援等に対して今

後 5 年間で約 6,000 万ポンド（約 90 億円）の支援を計画している。 
 自動車用リチウムイオン電池の開発や工場建設は地元にとっても期待のプロジェクトで

あり、英国政府は日産自動車の後押しをする形で電気自動車開発の周辺インフラ投資を支援

することで地域産業振興・雇用創出を図るとともに、環境技術で世界をリードしたいという

狙いがあることが読み取れる。 
（①②の事例は両社のプレスリリース、および Web ニュース記事等の情報を元に作成）
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５．国内環境規制・制度の最新動向整理 
 
５-１．化学物質関連規制の動向 
 
 我が国における化学物質管理は主に大きく化学物質排出管理促進法（以下、化管法と記載）

と化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（以下、化審法と記載）の二つの法律によ

って管理されているが、化管法、化審法ともに 2008～2009 年頃を中心に見直し検討・改正

という動きが続いており、以下にその動向を整理する。 
 
1）化管法改正の動向  
 

 化管法の見直し作業は 2007 年に産業構造審議会と中央環境審議会の合同による検討が行

われ、合同会議としての報告書取りまとめ、国会審議等を経て 2008 年 11 月に改正化管法

施行令が公布された。 
 元々、化管法においては PRTR 制度（Pollutant Release and Transfer Register：化学物

質排出移動量届出制度）による化学物質の量的な把握と、MSDS（Material Safety Data 
Sheet：化学物質安全データシート）により、取引に際して的確に物質情報を受け渡すこと

が定められていたが、2008 年公布の改正の主なポイントでは MSDS や PRTR の対象となる

物質数が大幅に増えたことと、届出の必要な業種の追加がなされた。 
 
 ①届出対象物質数の増加 
  第一種指定化学物質数 ： 354 物質 → 462 物質に 
  第二種指定化学物質数 ： 81 物質 → 100 物質に 
 ②政令指定業種の追加 
  「製造業」「電気業」「ガス業」等々、従来の 23 業種に加えて「医療業」を追加。 
 
 機械産業は「製造業」としてすでに政令指定業種であったことから、今回の改正によって

大きな影響はないが、新たに増えた指定化学物質に関しては以下のスケジュールに基づいた

対応が求められる。 
 
 改正化管法による MSDS・PRTR 開始スケジュール 

  ①見直し後の物質についての MSDS 制度の開始   →    2009 年 10 月～ 
  ②見直し後の物質について事業者による PRTR の把握開始 → 2010 年 4 月～ 
  ③見直し後の物質について事業者による PRTR の届出開始 → 2011 年 4 月～ 
 
 対象物質の見直しでは、有害性判断基準等についてこれまでのものを踏襲しているが、特
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定第一種に関しては「発がん性」に加えて「生殖細胞変異原性」「生殖発生毒性」などに抵

触するものが追加されており、これらは REACH での SVHC の捉え方に近づいている。 
 また、有害性の情報源についても GHS（Globally Harmonized System of Classification 
and Labeling of Chemicals：化学品の分類および表示に関する世界調和システム）に用い

た情報源を追加するなど、海外の化学物質規制との整合を高めることが化管法改正の重要な

ポイントであったことがわかる。 
 
 
2）化審法改正の動向  
 

 化審法の見直しについては、昨年度報告書でも言及したように、2020 年 WSSD 合意（2002
年のヨハネスブルグサミットおいて合意された化学物質リスク管理に関する国際的合意）を

踏まえ、既存化学物質に関する有害情報の収集やリスク評価に力点が置かれた改正内容にな

っている。 
 
 化審法改正の主なポイント 

 ①既存化学物質も包括 
  これまで既存化学物質については安全情報収集の仕組みがなかったが、改正によって 
  既存化学物質の製造・輸入業者は毎年度、数量の届出が義務化（1t/年以上）。 
 ②優先評価物質と民間からの情報提供 
  既存物質の中から優先評価化学物質を絞り込む。これについては事業者に有害情報の 
  提供を求めることができる。リスク評価そのものは国が実施する。 
 ③ストックホルム条約（残留性有機汚染物質に関する国際条約）との整合 
  同条約で許容される例外的使用項目等についてはこれまで国内には規定がなかった 
  が、今後は厳格な管理の元で第一種特定化学物質に関しても部分的使用を認め、国際 
  的な不整合を解消。 
 
 改正化審法は 2009 年の 5 月 20 日に公布されているが、施行は 2 段階になっており、ス

トックホルム条約との整合化等については第一段階改正として 2010 年 4 月 1 日から、既存

物質も含む届出義務や優先評価物質指定等については第二段階改正として 2011 年 4 月 1 日

からの施行が予定されている。 
 
 優先評価化学物質については製造・輸入事業者からの届出情報を元に、詳細な安全性評価

の優先性が高い物質として絞り込まれたものであり、その対象物質数等についてはまだ不明

であるが、優先評価の結果によってその物質そのもの、あるいはその含有製品を使用規制の

対象になることもあり得る。 
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 「2020 年までにすべての化学物質による人の健康・環境への影響を 小化する」という

WSSD 合意に照らして考えれば、優先評価物質の安全性評価はもちろん、その他の既存物

質についても 2020 年までには安全性評価を完了していることになるが、改正化審法では安

全性評価の期限については明確にはされていない。 
  
 
５-２．CO2削減に向けた政策動向 
 

1）試行的排出権取引制度の概要 

 
 我が国では 2005 年から環境省が中心となって「環境省自主参加型国内排出量取引制度

（Japanese Voluntary Emissions Trading Scheme：JVETS）」がスタートしたが、これは

排出権クレジットの取引よりもやや削減量を増やすことの方に力点が置かれた制度であり、

2008 年度には 23 件・約 38 万 t 強の取引があったが、取引金額等については発表されてい

ない。 
 さらに、2008 年 10 月からはこの JVETS を統合する形で排出権取引市場の試行的実施が

スタートした（以下、試行的取引制度と表記）。この試行的取引制度は EU-ETS などとは異

なり、下表のように現段階ではまだ事業者サイドにはある程度の自由度が与えられた制度設

計になっている。 
 
 試行的取引制度の主なポイント 

 ・取引制度への参加は基本的に自由 
 ・参加者は排出枠を付与されるのではなく、自主的に排出量の目標を設定 
 ・それまでの自主行動計画があれば、それに沿った目標設定が可能 
 ・目標は排出総量目標、原単位目標のどちらも選択可能 
 ・排出目標設定を行わない、取引のみの企業も参加 
  

 現在は、目標設定参加者には製造業やサービス業など、比較的大手の排出事業者が参加し

ているのに対し、取引参加企業としては商社、証券、リースといったトレーディング系の会

社が多い。 

 目標設定参加者は政府の審査を終えて「目標水準確定企業等」として公表されており、そ

の数は 62 主体（企業、業界団体など）という規模になる。業種は素材、機械、食品、医薬

等々のメーカー、電力会社などのほか、航空、貨物運送、建設等々、多岐にわたっているが、

その中で主に機械産業、およびその他主要な製造業等からの参加主体を整理すると次頁の表

のようになる。 
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 機械産業、その他主要業種からの目標設定参加者 

 ・電気電子産業：12 主体（TDK、富士ゼロックス、シャープ、東芝、パナソニック、 
  日立製作所、日本電気、ダイキン工業、富士通、横河電機、ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ、NEC ﾄｰｷﾝ） 
 ・自動車製造業：1 主体（自動車生産温暖化対策推進協議会 = 日本自動車工業会・日本 
  自動車車体工業会自主行動計画参加 58 社企業グループ） 
 ・ベアリング工業：1 主体（日本精工） 
 ・電気事業：9 主体（東京電力、中部電力、関西電力、九州電力他大手 9 電力会社） 
 ・鉄鋼業：1 主体（日本鉄鋼連盟自主行動計画参加 73 社企業グループ） 
 ・化学工業：5 主体（荒川化学工業、信越化学工業、東亜合成、三菱レイヨン、鶴見曹達） 
 ・医薬品製造業：1 主体（アステラス製薬） 
 ・建設業：1 主体（熊谷組） 
 ・貨物運送業：2 主体（秋田運送、甲陽運送） 
 
 出典：「試行的排出量取引スキーム」ポータルサイト公表リストより抜粋 
 

 この表を見れば明らかなように、この試行的取引制度への参加企業は、同じ製造業の中で

も企業単位のケースと業界団体単位のケースとが混在しており、また、企業単位の場合も大

手企業が揃って参加しているとは言いがたい状況であり、全体としてこの制度への参加はま

だ限定的なものといえる。 
 
 参加企業・団体側には、これまで行ってきた自主行動計画で削減を進めてきたという認識

があるため、たとえば EU-ETS のように半強制的に排出枠を課せられるような制度には警

戒感があるのも事実である。 
 一方の行政サイドの方も、我が国の排出権取引市場をグローバルレベルでアピールしたり、

取引量シェアで EU-ETS に追随する、といったような明確な将来目標は示していない。従

って、現在の「試行的」な制度が将来的にどのように「本格的」な制度に発展するのか、

EU-ETS などの海外市場との連動性をどうするのかといった点に関しては現状では予想が

難しい状態になっている。 
 
 
2）省エネ法の改正 

 
 CO2削減政策に関連する規制として、エネルギーの使用の合理化に関する法律（以下、省

エネ法と表記）も 2008 年に改正され、2009 年 4 月および 2010 年 4 月の二段階に分けて施

行というスケジュールが決定した。 
 今回の改正はエネルギー消費量の増加がほぼ横ばいの産業部門に較べて増加が顕著な民

生部門での省エネ推進を強く意図したものであり、2009 年 4 月施行分は大規模建築物に対

する措置がこれまで指示や公表であったのに加えて改善命令を下すことが可能になり、一戸

建て住宅に関しても省エネ性能表示などを求める内容になっている。 
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 産業界にとってより影響が大きいのは 2010 年施行分の改正であり、そのポイントを整理

すると以下の通りになる。 
 
 改正省エネ法（2010 年 4 月施行分）の主なポイント 

 ①従来の工場・事業所単位でのエネルギー消費管理ではなく、企業単位での管理が必要 
  になり、エネルギー消費量が原油換算で 1,500kl/年以上の企業が対象に。 
 ②コンビニエンスストア等のフランチャイズチェーンも規制対象にとなり、加盟店トータ 
  ルのエネルギー消費量が上述の 1,500 kl/年以上であれば該当 
 ③1,500 kl/年以上の企業は国に届出を行い、「特定事業者」の指定を受け、フランチャイ 
  スチェーンの場合は本部が「特定連鎖化事業者」として指定を受ける 
 ④特定事業者、特定連鎖化事業者はそれぞれエネルギー管理統括者、エネルギー管理企画 
  推進者を 1 名ずつ選任しなければならない 
  
 これまでは事業所・工場単位で 3,000 kl/年であれば第一種、1,500 kl/年であれば第二種の

エネルギー管理指定工場の指定を受けていたが、たとえば 1,200 kl/年のエネルギー消費量し

かない工場であっても、本社や営業所等、企業単位での消費量が 1500 kl/年を超えていれば

今後は特定事業者として指定を受けなければならないことになる。 
  
 特定事業者、あるいは特定連鎖化事業者としての届出は 2010 年 4 月から必要になるが、

自社が届出義務に該当するかどうかは 2009 年度分の消費エネルギー量で決まる。従って、

届出に該当する可能性のある企業は 2009 年 4 月から 1 年間のエネルギー消費量を把握・集

計するなどの準備を行わなければならない。 
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第Ⅱ章 国内業界団体・企業対応動向調査結果 

 

１. 国内ヒアリング調査の概要 

 
国内の機械工業企業・団体の REACH 規則、EuP 指令、試行的排出権取引等についての

対応状況や見解をヒアリングするため、本年度 11 月より、以下のような対象に調査を実施

した。 
 

日付 ヒアリング先 

11/2 
（月） 

三井物産（株） 
REACH への商社としての対応、プレシーフなどの欧州状況ヒアリング 

11/13 
（金） 

（社）日本電機工業会 
EuP の 新動向及び国内電機メーカーの動向についてヒアリング 

11/25 
（水） 

（株）小松製作所 
REACH 対応状況及び物質情報管理システムについてヒアリング 

12/1 
（火） 

（社）日本自動車工業会 
試行的排出権取引制度に関する自動車業界の取組み動向についてヒアリ

ング 
12/4 

（金） 
分析機器メーカーA 社 
国内分析機器大手メーカー 
REACH への対応、環境規制に対する社内組織についてヒアリング 

12/4 
（金） 

総合家電メーカーB 社 
大手総合電機・家電メーカー 
EuP の対応状況及び環境配慮設計に関する対応に関してヒアリング 

－ 
複写機メーカーC 社 
EuP の対応状況及び欧州へのロビー活動等に関して書面による質問を行

い、その回答を原稿化 
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２．国内ヒアリング調査結果 
 
２―１. 三井物産（株） 
 
1）商社からみた環境規制 
 
当社は総合商社という業態から、営業部門は 5 年先を目処に技術動向をうかがっているが、

一方で 10 年、15 年以上といった長期の技術開発に目を向けていない。そのため三井物産

100%子会社の戦略研が R&D 並びにシンクタンク部門として長期的な技術動向を追いかけ

るようにしている。 
欧州の「環境」は、産業と規制の二つの大きな側面がある。つまり REACH 規則に代表さ

れる行政主導で進む環境規制政策に、産業界がどのように対応していくかが重要なポイント

である。企業としてどのような体制をとれば、社会的な責任を果たせるか、社会的調和がと

れるかという点と、環境対応をどのようにビジネスに生かすかが問われている。 
欧州委員会が立案する環境規制は、産業振興と密接に絡みついているので、そのような規

制に対し、日本は、または当社としてどうやっていくかという視点で考えなくてはいけない。

再生可能エネルギーや二酸化炭素の排出権取引の問題については、欧州はデファクト・スタ

ンダードを提示したいようであり、欧州の環境に関する動向は当社としてもウォッチしてお

かねばらないと考えている。特に、排出権取引などは、今後 5 年 10 年の流れが重要になる

と思われ、CCS1などの処置が本当にスタンダードになるのか？等見極める必要があるだろ

う。 
 
 

2）REACH 規則への対応 
 
REACH 規則は、日本企業にとって本来輸入規制となるものであるので、商社の多くは営

業部門もしくは法務部門が対応しているが、当社は他社に比べ欧州における化学品の取扱が

大きく商品内容も多岐に渡るため、法務部門のみならず R&D 要員なども含めてタスクフォ

ースを組んで対応をしている。当社は、基礎化学品、高機能、精密、農薬、樹脂、無機など

幅広い化学品を扱っているため、特定の化学品の営業担当者が対応すると、担当の分野に視

点が固定されるなど不都合が出てくる。加えて、欧州の場合、競合法の規制があるため同業

他社同士の会合には敏感であり、例え環境情報の交換であっても、ほぼ談合とみなされる恐

れがあるため、特定の担当化学品を持たないもの(コーポレートスタッフの立場から)が対応

することで、情報交換が楽になる側面があった。 

                                                  
1 CCS: Carbon Dioxide Capture and Storage＝CO2回収・貯蓄。回収・貯蓄技術には、地

中貯留、海流隔離といった方法がある。 



－35－ 

欧州では、原理原則として環境・健康政策は産業政策に勝るという建前があり、人間、社

会福祉ならびに健康に貢献する内容であれば、競争法以上に守るべきルールとして、産業界

の情報共有を進めることを推奨している。しかしながら、同業他社との会合が行われる場合

は、細心の注意を払い事前に欧州委員会に届出の要否等確認を行う必要がある。 
 
 
3）唯一の代理人ビジネスの検討について 
 
当社も含め商社のような輸入者の立場で唯一の代理人（以下、OR と表記）ビジネスの展

開を考えなかったところはないと思われる。OR ビジネスは、データの正確性保証や担保、

コスト回収等並びに登録に対する結果保証できないこと、マーケティングや販売力等、商社

の本来の役割との関連性が高くないと判断、また仮に参入したところで OR 以上の競争力を

得ることは難しく、商売の広がりにはならないと考えた。多くの商社も同様の判断をなされ

たと思われ、一部の商社では OR サービスを提供されているようだ。 
 
 
4）予備登録後の動向 
 
予備登録については、大きな混乱はなかった印象である。現在はプレ SIEF の中で物質の

同定作業が進んでいる段階であり、実作業はなかなか進んでいない。例えば予備登録された

複数物質の同定に際して CAS No だけでは不十分である場合も多いため、現段階では当局も

予備登録漏れの追跡ができていないであろう。物質情報はプレ SIEF の中で開示されている

が、情報の開示範囲に関して議論があり、実際に当初の想定以上の情報が公開されるなどの

システム上のトラブルもあった。一方、当局は人手不足が解消できておらず、現時点では目

の前の問題に手一杯であり、予備登録内容の詳細確認等まで必ずしも手が回っていない為に

産業界としても一応の平静を保っているようだ。 
プレ SIEF については、ハイボリュームのところは、大手の化学品メーカーが主導権を握

り順調に進んでいるように聞いている。当然ながら、欧州圏の大手メーカーの発言権が大き

い。 
 
大手メーカーが仕切っているプレ SIEF では、時期記憶曖昧ながら予備登録終了直後のク

リスマス前にファシリテーターから参加度合いについてアンケートが出回ったようだ。積極

的に参加するから、決定事項を承認するなどの参加度合いがあり、積極的に参加する場合は、

毎回会合に出席し、お金も情報も提供する義務が生じるが、代わりに意向を汲んでもらえる

メリットがある。予備登録参加者数の多い物質の場合、リーディングカンパニーだけで物質

情報をある程度決めてしまわないと、議論がまとまらず物質の特定すらままならないだろう。 
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一方で、ボリュームの小さい化学品については、予備登録参加者が面倒くさがってプレ

SIEF が進んでいないものや、当初立候補したファシリテーターが辞退するなどでフォーラ

ム自体が立ち上がらないといったこともあるように聞く。中国系企業がファシリテーターに

手をあげて、混乱を招いた面もあったようだ。高機能で付加価値の高い化学品については、

中国系ファシリテーターが権利を売りつけようとしたような話もあったようだ。いずれにし

ても、2010 年の踏み切りを超えれば、ハイボリュームでの経験の蓄積からルーティン化し

て落ち着くだろう。 
 
SVHC 物質については、対象となる企業が多い場合は、データ等の費用負担が少なくすむ

と考えられる。また、少量物質に話が移ると、中小企業が多いためデータ負担軽減などの緩

和措置も考えられるだろう。 
REACH 規則の EU 非関税障壁の側面から、結果として化学品の域内品への移行は徐々に

進んでいるとも聞くが、日本製汎用品の欧州向け輸出は価格的に競争力がないため、欧州向

け化学品においては特殊品や高付加価値製品に偏っており、日本の製品が REACH 規則のた

めに域内品への移行により、大きく取引を減らしているようなことはないと思われる。樹脂

なども顧客仕様に合わせている場合に代替しにくいため、サプライチェーンに変更は少ない

ようだ。 
 

 
5）欧州の産業界について 
 
予備登録終了までは、REACH 規則そのものについての実効性や意義を検討していたのに

対し、登録が終了してからは、実務面に話が移行しはじめている。登録漏れの問題、公平性

など、REACH 規則の軌道修正を求める意見はあり、それは当然行われるはずだが、REACH
規則そのものへの疑問や反対はなくなった。 
欧州の各業界には、例えば化学品業界でも昔から主要物質に関しては作業部会（ワーキン

ググループ）があり、REACH 規則対応は業界単位で行っていることが多い。そのような部

会の多くは数の原理で対応されてきており、個別企業の意向は通りにくい。業界の意向と違

う場合は、個別に対応できるが、相当の理由がない限り認められないような状態であろう。

化学系業界では、比較的順調に各社が対応しているようである。石油関係は、業界団体に資

金があるため、業界として一括して対応しているようだ。 
 

 
6）欧州環境規制動向について 
 

RoHS 指令の適応除外も対象ロットを広げられ（医療機器など）、禁止物質候補も REACH
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規則の高懸念物質との議論と合わせることになるだろう。 
環境規制は一見、RoHS 指令、REACH 規則等の別々の規制であるが、いずれ一つの考え

方に収斂していくと思われる。 
今までは産業界への働きかけ、輸送面（代替燃料、ELV 指令など）や製品・製造面（WEEE

指令、EuP 指令など）ばかりであったが、今後は住宅にも規制が入り、省エネ規制やスマー

トグリッドという考え方も主流となるだろう。 
 
 
7）エネルギー関連市場の動向に関して 

 
2008 年後半のリーマン・ショックもあって、環境政策への資金の流れが変わってしまっ

た。各国低炭素社会を目指しているものの、「明日のパンを確保してから・・・」という感

が否めない。特に再生可能エネルギーの風力発電や太陽電池への投資が減っている。特に太

陽電池への投資は活発だったが、パネルの出荷があってもソーラーパーク構想が止まってし

たため、金融機関からの融資が難しくなっている。投資効果が高いとはいえ、すべての資金

をファンドでは賄いきれないだろう。 
 
非化石燃料の太陽電池・燃料電池などへ移行を目指しているが、まだまだ技術的に安定し

ておらずエネルギー効率が高いとはいえない。特に燃料電池の技術が確立するのはまだまだ

先であり、インフラ整備も含めて考えると、商社としてはエネルギーの主流となるかどうか

見守るしかないと思っている。 
天然ガスを使ったガス化発電（IGCC2）も進んでいるが、天然ガスも化石燃料であり、ま

た石油と同様政治的に価格の安定しない面がある。 
国によってもエネルギー政策が異なるため、各国得意な分野で独自の技術開発が進んでお

り、主流となるエネルギーはよく見極めなければならないだろう。 
 

                                                  
2 Integrated coal Gasification Combined Cycle: 石炭ガス化複合発電：石炭を高温高圧のガ

ス化炉で可燃性ガスに転換し、そのガスを燃料としてガスタービンと蒸気タービンによる複

合発電を行うシステム 
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２―２.（社）日本電機工業会 
 

1）EuP 指令の概要 
 

EuP 指令の狙いは環境配慮設計の義務付けであるが、つまるところ省エネ規制である。本

来であれば、製品のライフサイクルの全段階（原材料の調達、製造、流通、使用及び廃棄）

を考慮して、環境配慮設計を行うことを求めている法律であるが、現在は、製品使用時の電

力（CO2 消費）のみに注目が集まっている。つまり、現段階の EuP 指令は、何らかしらの

基準（効率○％改善）を定め、それをクリアすることを求められている法律といえる。 
 
従って、数値基準を決めるということは、事業者が○％改善した（その基準を遵守した）

ことを宣言するために、予め定められた測定方法が必要であるということを示している。つ

まり、自己宣言ができるようなスタンダード要件が揃わないと事実上何にもできないことに

なる。実施措置は基準値が決まれば発効できるが、基準値だけ規定して、測定方法はこれか

ら（on going）となっているものも多い。例えば、Lot6 待機電力については、実施措置の中

で「1W」「0.5W」といった基準値は規定されているが、測定方法はまだ明確ではない。 
 
また、当然ながら欧州市場でマジョリティーのある製品や規格を元に対象製品の省エネ基

準が決められているので、日本の製品が同じ仕様かつ基準をクリアしていれば問題ないが、

そもそもの仕様が違うことの方が多い。そもそもの製品の成り立ち・スペックが違うものを

比較して省エネだけが素晴らしいとは言えないこともあり、メーカーによってはスペックを

考慮に入れた配慮を欧州委員会へ働きかけているとも聞いている。 
しかし現段階で実施措置として明文化された基準は、日本メーカーにとってさほど厳しく

ない数字であると思われる。必ずしも日本の製品が優秀とは言い切れないが、欧州の各業界

が対応できないほど厳しい基準にはならない。ただし、明確な基準は理解できても、法律そ

のものの解釈に疑問がある場合が多く、悩ましい面を抱えている法律であるのは間違いない。 
 
 

2）欧州の法律の特徴 
 
欧州の法律は、まず包括的に捉え、絞りこんでいくような方法を取る。そのためある特定

の事業内容や製品などがその法律の範疇にあるかどうかは、 後の段階になるまでわからな

いといったことも少なくない。REACH 規則でも同様のことがあり、日本の産業界を混乱さ

せた。REACH 規則の SVHC のように当初 1500 物質と言われていたものが、第一弾は 15
物質だった・・・というように大きな枠組みで考えて大騒ぎしたところで、実はそこまで大

きな対応は不要であるといった場合も多い。 
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欧州の新しい法律を心配するのは当然だか、「誰にもできないこと」が定められることは

ない。そのため過剰な反応は不要である。 
 
 
3）対応を求められる製品 

 
業界や製品によって EuP 指令の影響の濃淡は出るだろうと思われる。欧州委員会として

は当然関係するもの（エネルギーを使う製品）はすべからく対象として取り入る意向と思う

が、既に動いている 19 の Lot でさえ、実施措置が決定していないものも多く、既に検討か

ら 3 年ぐらい経過してしまっている Lot もある。 
指令の対象となっても、現実的に、実施措置を出すまでには相当時間がかかるのは間違い

ないので、早くから焦る必要はない。しかし対象予備軍は山のようにあるため、他人事とし

ていてはいけない可能性がある。現在対象となっている多くは小型汎用機器であるが、いず

れ中型、大型へと対象を広げていくのではないかと思われる。業務用、産業用の機械で使わ

れるエネルギーは家庭用のそれの比ではない。しかしながら測定方法を標準化できにくいの

がネックになっており、どこまで実現できるかはまだ不明である。 
 
工作機械は、製造事業者が使っている大型のものやハンドリング（手作業）で使っている

ものまで幅広いので一概に言えないが、既に小型の製品が EuP 指令で対象とされている場

合（ボイラーなど）は大型品へ拡大される可能性があるので注意が必要である。 
なお、工作機械が現在ボランタリーアグリーメントで調整されているのは、ほとんどがカ

スタマイズ製品であり、いわゆる標準状態の特定とそれに伴う基準値の設定、更には測定方

法の確立が非常に難しいという事情があるのではないか？と考えている。標準品ではない

（カスタマイズ製品）ものに対して、何をもってできた、できないと判断するのか？という

問題があるためであり、どこまで指令という法律で規定されるかはまだまだ分からない。 
 
 

4）実施措置決定までの動向のウォッチ 
 

EuP 指令の実施措置を決定する際に、欧州委員会は、予備調査を公開入札させる。正確で

密な調査報告を行うコンサルティング会社もあるが、首をかしげたくなるような結果を出し

てくるコンサルティング会社もあり、予備調査を担当する会社によって、中身に差があるこ

とは否めない。あくまで欧州の規制なので、日本のメーカーが表立って意見するのは難しい

面もあるが、欧州の業界と歩調を合わせて、欧州の団体や企業を通じて発言していくことも

必要であり、その為には常日頃、情報のシェアをしておくことが重要であろう。利害がバッ

ティングする可能性ももちろんあるが、早い段階からやり取りをしておくほうがよいだろう。 
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5）測定方法や方式 
 
測定方法をマークしておくことも必要である。コンサルティング会社の活動や実施措置に

おける基準値に目を奪われていても、当該製品のエネルギー消費に関する測定方法が確立さ

れているのかどうか、国際標準規格がどのような内容になっているのか、要注意事項である。

例えば当該製品のエネルギー消費量や効率の測定方法が国際標準規格や欧州規格として存

在している場合、その内容が自社製品の省エネ技術や製品の性能をきちんと評価する測定方

法になっていなければ、そもそも基準値に対して敵合していることを証明することが困難と

なる。 
 
対象製品の測定がどうなっているか？自分たちの製品と対応しているのかどうか？が鍵

であろう。例えば、待機電力の測定については IEC62301（現在、同規格は改定作業中）の

適用が目されているが、 終的な扱いはまだはっきりしてはいない。 
EuP 指令の実施措置は、欧州域内で、各国の国内法に落とし込まれる。従って、測定方法

も 低限 EN 規格3を採用することになるが、当該製品分野で ISO や IEC の国際標準規格が

存在していれば、同規格に準拠した EN 規格（整合規格）となる。従って、欧州独自の EN
規格や欧州業界規格が測定方法として採用されないように、ISO や IEC の国際標準規格の

舞台で、日本の技術や意見を反映されていくことが重要となる。 
 

 
6）EuP 指令対応のポイント 
 

EuP 指令で提示されている基準は高低が問題なのではなく、提示されるスペックがバラバ

ラであることが、対応を難しくしているといえる。また、欧州以外にも世界各国で環境・エ

ネルギーに関する規制（米国の Energy Star など）があり、輸出する国によって違う仕様で

作るのは、当然コストアップにつながるため、包括的に対応した製品にしなければならない。

各国の規制は目指すところは同じにも関わらず、違う基準であるので、メーカーにとっては

困るだろう。特にパソコンは、エナジースターで統一されればよいのではないかと考えてい

るメーカーは多いだろう。少しずつ基準が違う対応を強いられるので、コストアップになっ

てしまう。 
つまり、各社にとって欧州市場の割合がどの程度なのか？というところがポイントであろ

う。輸出割合が高ければ、欧州仕様にせざるを得ない。パソコンや、複写機・複合機の類は

間違いなく対応が求められる。設計変更にはコストがかかるため、特に輸出量の少ない白物

家電などは、欧州市場からの撤退を判断する企業もあるだろう。待機電力 1W 基準はクリア

している製品が多いと思われるが、2013 年の 0.5W については、日本の多くの製品は設計

                                                  
3 EN 規格：EuroPean Norm(EuroPean Standards)、欧州統一規格。 
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変更を行わないと対応できないと考えられるため、欧州市場にどれだけ価値を置くかによっ

て企業の対応にも差が出てくるのではないだろうか。 
 
 

7）自己宣言・ラベリング 
 
実施措置クリア後の適合宣言のツールである「CE マーキング」への対応も重要である。

も、CE マーキング自体は、安全性や EMC などの分野で古くから制度化されており、欧

州域内では既に多くの製品に貼付されており、対応自体は目新しいものではない。適合宣言

用のスタンダード用件を集約し、CE マークに則って、自己宣言・適合宣言していき、「○○

に従って××した」というテクニカルドキュメントを揃えていくことが求められる。欧州に

進出しているようなメーカーは、品質管理、CE マーク絡みのノウハウを既にもっており、

設計部門と、品質管理部門が密に相談しながら実務的に進めている段階であろう。 
 

 
8）欧州委員会への働きかけ 
 

REACH 規則は、「手に手を取って抜け駆けせずに、産業界・業界で足並みを揃えた対応」

が基本であったが、EuP 指令への対応は少し異なる。各 Lot で事情が異なるため REACH
規則のように国家単位での対応は望めない。 

EuP 指令対応として業界でのまとまりも必要だが、そもそも国内メーカーであっても技術

が異なることも多いため、違う技術を採用しているメーカーが同じ方向を向けるかどうか疑

問がある。そのため、業界特有の事情もあるが、各社の独自リスクで判断すべきと考えたほ

うがよいだろう。 
 
そのためロビー活動の一環として、欧州の業界団体や国内の同業他社と手を組むことも必

要だが、製品のスペックや方式によっては、必ずしも利害が一致しているわけではないので、

独自に働きかけることも重要であろう。 
極端な言い方をすれば、局地戦である。各社の製品技術や今後の技術展開の予定、競合と

の力関係によって取るべき対策・対応が異なる。基本的には、現在の技術や市場での位置づ

け、競合関係を元に対応を検討されるはずだが、例えば 2 年後に新しい技術を用いた製品を

上市し、市場を席巻するようなプランを練っているような企業の場合、当面は静観するとい

う対応もありうるであろう。 
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9）EuP 指令から ErP 指令へ 
 

EuP 指令から ErP 指令になるのは既定路線であり、あとは欧州の規制制定プロセス、議

会の承認待ちと言っても問題ないだろうと思われる。 
ErP 指令は、エネルギー消費に関係している（related）かどうかに視点が置かれ、直接

エネルギーを使用する製品でなくても、地球温暖化防止に間接的な影響を及ぼすものを対象

とする。住宅の窓ガラスや断熱材など、それ自体が直接的にエネルギーを消費する訳ではな

いが、それによって消費エネルギーを減らすことができるような製品が対象となるが、現実

問題として EuP 指令の実施措置の策定でさえ、かなり手間取っているので、どこまで実現

できるかはわからないのではないか。 
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２―３.（株）小松製作所 

 
1）化学物質管理システムの特徴 

 
当社の化学物質管理システムの特徴は、RoHS 指令対応用のハザード管理ではなく、開発

当初から REACH 規則を見据えたリスク管理を目指したことと、設計の段階から管理できる

仕組みを採用したことである。 
 
本システムは、設計者の基幹業務である「図面作成」「図面登録」「部品表の登録・設計変

更登録」を行う設計者が、図面や部品情報とともに管理対象物質を入力する仕組みである。 
市販の CAD システムに当社独自のアドオンソフトを組み込み、図面設計の段階で、設計

者が環境負荷物質の情報を入力する仕組みとした。鉛、水銀といった環境負荷物質を使用す

る場合には、必ず図面の段階から物質名と用途、理論上の含有 大値を入力することになっ

ている。実際にはそれらの環境負荷物質を含む図面はごく僅かであるため、非含有の図面の

場合は、非含有を示す図柄（エコスタンプ）を画面に入れるオペレーションとした。 
図面・部品情報の登録の際には、物質名、用途、表面処理、含有量（理論上の 大値）を

入力しシステム上でチェックを入れる。図面上で使用禁止物質が含まれていた場合はその後

の処理をストップさせる。 
 
部品への高懸念物質の含有の有無や、表面処理などの情報と用途を総合的に判断し、図面

単位でステータス表示をする。さらに、鉛と水銀については総量を表示する仕組みである。

購入部品については、図面に「購入部品」であることを記載し、別途サプライヤーへの調査

票の回答を自動的に解析させる。同じ品番の部品を 2 社以上のサプライヤーから購入してい

る場合は、各物質の 大値をその部品に含まれる物質量として蓄積していく。 
CAD での図面作成の段階から化学物質管理を念頭に入れたシステムを作っているのは少

ないと思われ、原理的には建機以外の成形品メーカー全般で使える考え方である。 
 
 

2）システムの開発経緯 

 
REACH 規則が騒がれ始めた 2006 年、当社はまだ規則そのものの枠組みがはっきりして

いなかったころから他社システムについての調査を始めた。REACH 規則が少しずつ明らか

になっていくに従い、当社として満たすべき要件、管理すべき物質、必要な機能を検討した

上で、具体的なシステム構築に移り、2008 年 4 月から一部の機能を動かし始めた。 
現在、当社で管理している物質は、鉛や水銀などを含む 10 数種類である。現段階で管理

している物質は REACH 規則の高懸念物質とは異なるが、いずれ統合していく予定である。
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可変性の高い REACH 規則に対応するため、初期の設計の段階からシステム変更を視野に入

れて構築した。 
現在は日本での運用がメインであるが、グローバルでの運用を考えて、開発当初から英語

を使ったシステムである。グローバル仕様に向けての課題は、材質記号の違いや、情報伝達

シートの対応などであるが、システム上の問題なので、いずれ対応できると考えている。 
 
 

3）サプライヤーからの情報収集・調査票 

 
当システムの含有物質情報はサプライヤーからの物質情報提供に基づいており、情報収集

には JAMA シートを使用している。購入部品の管理もシステム上で行い、購買担当者が担

当の部品の品番と物質情報を管理できるようにしている。化学物質情報がない部品について

は、サーバーを介してメールで調査票をサプライヤーに発信し、返送された情報もシステム

に蓄積していく。 
今後も国内は JAMA シートを使って情報収集していくが、海外は IMDS 対応とすべく進

めている。 
サプライヤーに調査票を出し始めたのは 2009 年の 4 月頃であり、現在回答が戻ってきて

いるところである。基本的にサプライヤーからの物質情報を正しいものとして処理・蓄積し

ている。現段階での調査は日本のサプライヤーを対象としていることもあるが、工程変更な

どについても、当社へ連絡が入るはずであり、現段階においてはサプライヤー責任で出して

きたものを、当社は信じる方針である。運用面での問題は、なかなか調査票の回答がもらえ

ないことである。 
 
 
4）高懸念物質の分母問題 

 
当社で作っている製品（大型の建機類）は極めて重量の大きなものが多いので、それらの

中に高懸念物質と呼ばれるものが 0.1wt%以上含まれるとは感覚的に考えにくい。しかし実

量を調べないまま曖昧にするのは企業としての責任が果たせないため、高懸念物質を図面ベ

ースで管理する仕組みの導入を決定した。 
製品内の高懸念物質の量をある程度把握しておけば、もしその量に多少のブレがあったと

しても、0.1wt%以上にはなりえないと判断できれば安心である。逆に理論値ベースで計算

した結果がギリギリの水準であれば要注意と判断をし、別途対応を進めることができる。 
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5）副資材の登録について 

 
副資材であるグリース、潤滑油などは、図面に表すことができないので、本システムの管

理対象外としている。ただし、副資材はあらかじめ調査して、高懸念物質、使用禁止物質が

入っている可能性があるものは使用する副資材そのものを変更し、また同様に川上メーカー

の登録状況を確認している。一方、ヨーロッパ生産の製品用の副資材は、現地調達すべく進

めている。 
 
 
6）環境規制対応についての考え方 

 
既に述べた化学物質管理システム以外に、CO2排出量やリサイクル率を管理するシステム

も保有している。 
環境に配慮し事業活動を行うことは当社の基本方針であり、ハイブリッド建機も既に市場

導入している。しかしながら、環境配慮設計を突き詰めていくことが当社の利益を圧迫する、

大きな負担になるのは本末転倒と考える。消費財メーカーなどは環境規制に積極的な対応を

行い、環境をキーワードに製品の競争力を高めていこうという判断をされている企業が多い

が、当社の場合は製品や市場の動向を見ながら、その都度どのような戦略をとるか決めるこ

とになるだろう。 
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２―４.（社）日本自動車工業会 

 

1）排出量取引制度について 

 
当会は、試行的排出量取引の実施について、「技術とモノ作りが中心の日本の産業に見合

った制度」の検討へ向けた一つのトライアルと捉え、課題抽出や評価分析が必要との観点か

ら、日本自動車車体工業会と共に参加している。 
但し、キャップ・アンド・トレード型の排出量取引制度は、公平な排出枠の割当が難しく、

場合によってはわが国製造業の海外への生産シフトをもたらしかねない問題があり、排出量

取引に限定せず広く諸方策もあわせて検討すべきと考えている。 
 
 
2）自主行動計画について 

 
わが国には、CO2削減排出へ向けた業界毎の自主取り組みや省エネ法に基づく取り組み等、

既に様々なスキームがあり、産業活動におけるエネルギーの効率化はかなり進んでいる。自

動車業界においては、1996 年より製造工程からの CO2排出削減について自主行動計画を策

定し、2007 年には日本自動車車体工業会との統合を機に、2008～2012 年度の平均で 1990
年度比 22%低減と削減目標を引き上げた。 

2008 年度 CO2 排出実績は世界的な経済不況による生産活動の縮小に伴い、1990 年度比

39.9％低減を達成したが、今後も機器ユーザーとしての対応（機器のインバータ化、空調・

照明設備の省エネ化など）、ユーティリティ関連設備等の改善（コジェネレーションシステ

ム、高効率ボイラーの導入など）、生産ラインの統廃合・集約、燃料転換等々、地道な努力

を重ねていく。 
 
 
3）自動車業界全体での連携について 

 
これまでの自主行動計画における目標達成の背景には、個々の企業による努力はもちろん

のこと、企業の壁を越えて生産の集約や商品の供給などに関して柔軟に効率化を図ってきた

ことも大きく寄与している。 
今後、更なる CO2 排出量削減へ向け、完成車メーカーだけでなく、部材や部品メーカー

とも連携を強化し、温暖化対策技術や省エネルギー活動等の情報共有を一層促進していきた

い。 
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２―５. 分析機器メーカーＡ社 

 

1）REACH 規則の枠組みについて 

 
欧州の規制は、大きな枠組みを設定し、詳細を正確に規定しない場合が多く見られる。そ

のため、REACH 規則に関して、国内の化学品以外のメーカーは対応に右往左往されていた

印象がある。例えば「成形品」、「高懸念物質」、「意図的放出」といった言葉にずいぶんと惑

わされたのではないだろうか。さらに、REACH 規則が 10 年をかけて完成される膨大な規

制であり、1,500 物質とも言われる高懸念物質への対応など、今後も当社を含む多くのメー

カーに混乱が続くことを懸念している。 
 
当社は分析機器メーカーとして、RoHS 指令や ELV 指令など有害物質規制への対応につ

いては、関連メーカーを対象にセミナー等を開催して具体的な情報提供などの支援を行って

きたが、REACH 規則についてはいたずらに危機感を煽らないように留意している。REACH
規則は基本原則として、化学物質に対してサプライチェーンによる情報提供を行うことで、

適切に把握・管理することを求めている規制であり、一般論としては、個々の物質に対する

分析を義務付けるような法律ではないと考えている。 
 
分析機器メーカーにとって、REACH 規則を含む新しい化学物質関連の規制は、ビジネス

チャンスでもある。しかしながら、分析機器によっては分析技術を習得されたオペレーショ

ンのご担当が必要な場合もあり、規制対応において過度な設備投資を勧めるのは、お客様と

の信頼が途切れることに繋がるとも考えている。 
REACH 規則は「含有されていない」ことを証明することを求める規制ではなく、川上事

業者から川下事業者間への情報共有を適切に実施することで、川下事業者での機器分析は極

力減らすべきであろうと考える。 
 

 
2）部品含有化学物質情報システムについて 

 
当社で購入している部品類は、調達部門と工場で管理しており、含有されている化学物質

情報は、独自の部品含有化学物質情報システムで管理している。調達部門はカタログ品と呼

ばれるような普及品、工場ではカスタマイズされた加工品を主に扱っている。それぞれの部

門からサプライヤーに調査を依頼し、その回答を物質情報システムに登録している。その登

録された部品情報を元に技術部門が設計を行うようになっている。新製品設計の場合、必要

に応じて技術部門から調達部門や工場等へ調査依頼をするような流れである。 
お客様からのお問合せは、当社製品が 終製品であること、また特定のお客様にご利用い
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ただく製品が多いことから、当社製品への情報提供の依頼は少ないのが現状である。当然、

営業部門等に問い合わせがあった場合には、事業部ごとに物質情報システムの登録内容を基

に情報を整理し、お客様に回答するようになっている。 
新たな化学物質規制や業界動向などは、環境対策の関連チームで取りまとめて、関係部門

へ発信し、管理基準に基づいて対策を進めるという流れになっている。 
 
当社の物質情報システムは RoHS 指令への対応を中心に捉え、2002 年頃から長期に渡っ

て物質情報に関するデータを蓄積してきた。当社物質情報システムでの管理は業界標準にさ

れてきた 24 物質群を基本としており、REACH 規則への対応に完全な物質情報が登録され

ているわけではない。 
現在は RoHS 指令だけでなく REACH 規則やその他の化学物質規制にも対応ができるよ

うな物質情報システムとしての機能アップを目指していく。 
 
 
3）REACH 規則対応について 
 
分析前処理に使用する物質に対して予備登録を１件行った。年間 1 トンを超えない使用実

績であったが、年間１トンを超える可能性を考慮して予備登録を実施した。予備登録の実務

は、在欧子会社の作業効率を考慮してコンサルタントに委託した。 
認可対象の候補となる高懸念物質に対しては、DEHP（ジエチルヘキシルフタレート）や

DIBP（ジイソブチルフタレート）等のフタル酸エステル類や耐火性セラミックファイバー

など数種類の物質に絞込み、社内物質情報システムでの照会および納入業者への確認を行い、

当該物質の使用状況の把握を行っている。その調査結果は在欧子会社と連携し、届出対応、

または消費者からの問い合わせに答えられる準備を進めている。 
 
現在、対応に困っているのはフタル酸エステル類への対応である。フタル酸エステル類は、

子供向け玩具や家電製品を中心に殆どの製品で非使用となってきているが、工業用部品では、

まだ DEHP が多量に使用されている。さらにその代替として DIBP を考えていたものもあ

り、樹脂材料の変更に繋がるものとなっている。一方、当社事業では個々の部品の使用量は

比較的少ない場合が多く、樹脂材料に遡っての代替が困難な場合も多いのが現状である。今

後の認可対象の候補として公開される高懸念物質への対応については、工業用部品で代替困

難な事例も想定されるが、常に代替候補を念頭に、REACH 規則の動向を注視している。 
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4）環境対応について 
 
今回の RoHS 指令改定に伴い、当社製品の多くがこれから RoHS 指令の対象になろうと

しており、当社では RoHS 指令への対策に軸足を置いた対策を実施している。一方、ErP
指令など、REACH 規則以外にも欧州を発端とする環境規制への対応が求められる可能性が

高まっている。当社のような多種少量の分析・計測装置を取り扱う専業メーカーにとって、

装置自体を規制に対応させる取組は非常に大きな負担であり、どのように効率的に対応する

か十分な検討が必要になっている。 
欧州の環境規制は非関税障壁と捉えられることもあるが、これらの規制対応には企業の総

合力や高い技術水準が求められており、如何にして規制対応への積極投資による利益回収を

実現するかが、今後の生き残りに重要な課題となっているように感じる。 
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２―６. 総合家電メーカー Ｂ社 

 
1）EuP 指令への全社的な対応状況 
 

EuP指令への対応は、指令が発表された2005年の翌年である2006年ごろから始めたが、

本格的な全社としての対応は 2008 年からである。 
テレビ、冷蔵庫、エアコン、パソコンなど明瞭に Lot として分かれている製品は事業場ご

との個別対応を基本としており、当社製品に共通する Lot6 待機電力、Lot7 外部電源につい

ては、本社の環境部門でまとめて対応している。 
 
本社の環境部門では EuP 指令の翻訳業務、内容の理解、当社としての統一見解を出すよ

うにしており、各 Lot の詳細については各事業部任せであるものの、全社的な旗振り役、情

報提供などの包括的な立場での対応を行っている。 
Lot によって実施措置状況のステージが異なっているため、各事業部では独自見解・理解

の下、各製品対応を推進している。例えば Lot5 のテレビについては、動作電力や測定方法

などが明確になっているので、それらに対する設計変更等を検討し始めている。一方で、ま

だ詳細が決まっていない Lot の製品に関しては、予備調査の段階のドラフトに目を通す、コ

メントをするなどの作業を進めている。社内では事業場の代表を集めてタスクグループを作

り、各事業場の対応進捗などの情報共有を行っており、業界内でも電機・電子 4 団体傘下の

EuP 対応ワーキンググループで、業界各社と情報共有している。 
 
 
2）具体的な働きかけ 
 
テレビについては当社事業への重要性が高いため、EuP 指令の予備調査、実施措置のドラ

フトの初期段階から積極的にコメントをしており、現地でのロビー活動も行ってきた。 
テレビには技術的に異なる方式がいくつかあり、それぞれ特徴が有って市場で競争してい

る。特定の技術方式が極端に不利な規制値にならないような働きかけが重要である。 
EuP 指令の Lot5 テレビの実施措置決定前に行われた予備調査の段階で、当社に資料提供

依頼や問い合わせがあり、当社の見解を現地の業界団体である DIGITALEUROPE に伝え

ることで、DIGITALEUROPE を通じて欧州委員会へコメントを提出した。また、欧州にお

ける日本法人の団体である JBCE（Japan Business Council in Europe）を通じてのロビー

活動も行ってきた。 
 
エアコンや冷蔵庫など、方式が分かれているような特定分野についても同様のことがいえ

るため、予備調査や実施措置の動向には注意しておく必要があるだろう。 
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3）EuP 指令のグレーゾーン 
 
欧州の法律は解釈が難しくグレーな部分が多いため、対象製品が一つであれば個別に対応

できるが、対象製品が多いと対応は簡単ではない。例えば、現在の EuP 指令の Lot6 待機電

力については、ネットワークにつながっている場合は除外されている。ネットワークにつな

がっていれば常時待機の状態であるため、ネットワークにつながっているかどうか、さらに

はその製品を今後ネットワークにつなげるかどうかを検討しなければならない。また「意図

した機能を損なわない限り」という前提で待機電力が決まっているが、ではその「意図した

機能」とは何を指すのか、これは指令の中では明確ではなく、その判断はメーカーに委ねら

れている。当社では原則各製品単位での対応としているが、指令の解釈や判断について、事

業部から本社の環境部門に細かい問い合わせがくることも多い。 
グレーゾーンが広い欧州の法律について、その良し悪しに対する意見は分かれるところで

あるが、日系メーカーは白黒をつけたがる傾向があるため、対応に苦慮しているところも多

いだろう。解釈の分かりづらい部分の判断がメーカーに任されているところが、海外法律対

応の難しいと側面といえる。 
 
 
4）消費電力測定方法の違い 
 
実施措置で決定した数値も重要であるが、消費電力測定方法にも留意する必要がある。日

本と欧州の消費電力測定方法は異なっており、測定方法そのものが日本のメーカーにとって

不利になっている場合も少なくない。EuP 指令が一種の貿易障壁となりかねない危険性を含

んでいる。 
EuP 指令では測定方法を決めておらず、IEC 等のスタンダードを参照している。日本メ

ーカーとしては ISO や IEC などのグローバルスタンダードの測定方法を作るような働きか

けをせねばならない。 
 
 

5）省エネ推進に対する見解 
 
EuP 指令を厳しく捉え、基準以上の性能を達成しようとすると当然コストアップとなるが、

一方で「消費電力が少ない製品」が製造できれば、市場での大きな売り文句になる。RoHS
指令対応などとは違い、一般消費者に分かりやすい省エネというメリットを提示できるので、

メーカーは喜んで EuP 指令対応製品を作るだろう。 
EuP 指令対応とは、メーカーにとって、当たり前のことをするように規定されている法律

ともいえる。EuP 指令の有無に関わらず消費電力削減（省エネ）を実現していくことはメー
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カーとしての不変の使命である。ただし、EuP 指令には達成すべき期限が設けられており、

また、コストアップをどのようにクリアするのかが課題である。 
 
当社においては、現時点の EuP 指令で決められた技術的なハードルをクリアするのは、

さほど難しいことではないと考えている。どの Lot においても実現不可能なことが決まって

いるわけではない。消費電力の削減についても、努力さえし続ければ、いずれ達成できるこ

とであり過剰に恐れることはないと思っている。当社としては、他社に負けない省エネ性を

実現していくだけであり、続けていかざるを得ない。 
ただ、悩ましいのはコストの問題である。コストを上げずにどこまで実現出来るかという

のが、当社を含め各メーカーの悩みどころである。例えば、昔の AC アダプターは大きく、

非常に消費電力の高いものがよく使われていた。これは AC アダプター自体を小さくする技

術がなかったのではなく、小さいサイズのエネルギー効率のよいものにするとコストが嵩む

ため、大きいものを採用していたのである。 
 
省エネは消費者にとってメリットがあり、省エネラベリング制度の星数のようにアピール

ポイントになる。しかし、今まであまり省エネを考えてこなかった廉価版の製品については、

省エネ対応することで価格が上がり、売れなくなることも充分考えられる。場合によっては、

ラインナップの見直しや、製造中止、輸出中止の判断をしていくことが必要になると思われ

る。 
 
 

6）EuP 指令から ErP 指令へ 
 
EuP 指令はやっと本格的に動き出した。本来 EuP 指令の目指すところは省エネではなく

環境配慮設計であり、製造から廃棄・リサイクルまでを通じて環境に配慮することが目的で

ある。しかしながら製造時に発生する CO2 の量や製品回収・リサイクルの容易性よりも、

今の段階では使用時の電力量（CO2排出量）のみに注目が集まっている。本来は材料の選択

や製造時や輸送時の CO2 排出量、リサイクル方法など、ライフサイクルアセスメントを考

えることが求められている法律である。 
 
EuP 指令が ErP 指令へと枠組みが拡大されると、直接エネルギーを使わないものまで規

制の対象となり、アルミサッシやシャワーヘッド、断熱材などが含まれてくる。ErP 指令に

なれば、消費電力だけを規定する法律ではなくなるだろう。 
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7）エコデザイン対応 
 
欧州の WEEE 指令に基づく各国法ではリサイクルにかかる費用がメーカー負担となって

いる国も多く、世界各国で EPR4の考え方が台頭しており、その流れが弱まることはない。

日本の家電リサイクル法の対象となっているテレビ・冷蔵庫などは既にリサイクル設計を行

っているが、それ以外の製品についてはリサイクル設計をしてこなかったものも多い。これ

からの製品については、作る段階から、回収することを考え、使用する材料の量や種類を少

なくし、ビスを減らすなど、分解・分離容易な設計にしていかなければならない。 
 

                                                  
4 Extended Producer Responsibility：拡大生産者責任 
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２―７. 複写機メーカー C 社 

 
1）EuP 指令の Lot4（コピー機、ファックス、プリンタ、スキャナ）への対応 
 

EuP 指令の対象である Lot4（コピー機、ファックス、プリンタ、スキャナ）の Voluntary 
Agreement （以下、VA）が確定した場合、当社商品も参加することになり、一定のスピー

ド以下のコピー機、ファックス、プリンタについての要求事項への適合が必須となる。 
現時点では、設計変更のいらない VA の要求事項の合意に向け、業界を通じた意見反映に

全力を挙げているところである。 
仮に現設計では適合できない要求事項が盛り込まれた場合は、商品の設計変更を行うか、

あるいは該当する型式の商品の欧州販売を中止するか等、個々のケースで判断していくが、

実際には販売会社の判断によって販売および製造中止等の対応を行うことになる。 
 
 
2）ボランタリー・アグリーメントに関して 
 
具体的な活動としては、EU 委員会に直接意見が言える EU 内業界団体である Digital 

Europe を通じて VA に意見を出すようにしている。また、Digital Europe と協力している

在欧日系企業団体である JBCE（Japan Business Council in Europe：在欧日系ビジネス協

議会）、および JBCE に参加している日本企業の本社が所属している日本の業界団体である

JBMIA（社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会）、などもこの VA に参加してい

るという関わりもある。主にこれらのルートで、VA 案の草案を継続的に議論している。 
いずれにしても、業界ルートであり、EU 委員会や NGO など業界以外の当事者からの直

接の情報収集は行っていない。 
 
 
3）同業他社との連携 
 
当業界から出した意見としては、 

・ 省エネに関しては米国の Energy Star と整合させること 
・ ただし、Energy Star は上位 25％の適合を狙うレベルの高い基準であることから、時期

的には適切な猶予期間を設ける 
・ その他の要求事項についても、原則として既存の国際規格やエコラベル基準との整合を

図る 
が主な点であるが、今後も引き続きこの方向で、 終的な決定まで調整することになると

考えている。 
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省エネについては、Energy Star が先行しており、当業界を含め、パソコンメーカーも

Energy Star に向けた対応を既に行っている。各国の省エネ規制が同じ目的であるにも関わ

らず、枝葉末節が異なることで対応のための製造コストがかさむため、おそらく当業界以外

でも、他国の既存規制との整合性を図る活動を進めているのではないか。 
 
 
4）EuP 指令の Lot6（待機電力）への対応 
 
コピー機、ファックス、プリンタ、スキャナなどの画像機器は、Lot 6 の待機電力のうち

オフモードのみが対象となっており、このオフモードは、「電源プラグが接続された状態で

全てのスイッチをオフした状態」を指しているので、0.5W 以下は既に多くの製品で達成で

きている。 
Stage 2（EuP 指令発行後 4 年後に求められる第二フェーズ）については、0.5W の達成

よりも、電力管理（ Power management ）と呼ばれる自動オフ機能の搭載の方が大きな問

題と考えている。既にこれを実現するための技術はあり、導入は可能ではあるものの、商品

の構造設計を変える必要がある。 
 現在販売している商品でも 2013 年を越えて販売する予定のある商品が複数あり、また、

既に開発が完了間近や、着手済みの商品の多くは 2013 年を越えて販売予定である。従って、

４年後は将来、または次世代の商品という感覚ではなく、現在の延長線上にあるため、これ

らの商品の対応方法を検討中である。 
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第Ⅲ章. 欧州現地調査結果 
 
１. 欧州現地調査の概要 
 
 欧州現地企業・団体の REACH 対応状況を検証するため、本年度調査では 10 月 13 日～

17 日にかけてドイツ（フランクフルト・ハイデルベルク）およびベルギー（ブリュッセル）

に現地動向調査を実施した。調査日程および訪問先は下表の通りである。 
 

日付 国・都市 ヒアリング先 

 
11/16 
（月） 

ドイツ 
ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ 

VDMA（Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau e. V. 
（ドイツ機械工業連盟) 
REACH、EuP などの規制に関して会員企業に対して情報発信を

行うと同時に、企業の声を政府に反映させる役割も負う。 
ドイツ 
ﾊｲﾃﾞﾙﾍﾞﾙｸ 

Heidelberger Druckmaschinen AG.（ﾊｲﾃﾞﾙﾍﾞﾙｶﾞｰ印刷機会社） 
ドイツの 3 大印刷機械メーカーの一角であると同時に世界を代表

する印刷機械メーカーでもある。環境問題や化学物質問題にも業

界を先導して積極的に取り組む。 

11/17 
（火） 

ドイツ 
ﾉｲ・ｲｰｾﾞﾝ

ﾌﾞﾙｸ 

日系化学メーカーA 社 欧州法人 
欧州現地法人としての事業展開に加えて日本本社にとっては欧州

の「唯一の代理人」機能を持つ REACH 対応の中核。 
11/18 
（水） 

ドイツ 
ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ 

国際協力銀行 フランクフルト駐在員事務所 
日本企業の海外ビジネス（貿易・投資）に関連した融資等を展開。

欧州では他にパリ、ロンドンなどに拠点。 
11/19 
（木） 

ベルギー 
ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ 

VDMA ブリュッセル・オフィス 
VDMA の出先機関であり、EU 政府関連情報を収集し、会員企業

に発信すると共に EU 委員会等へのロビー活動拠点でもある。 
JETRO ブリュッセルセンター 
世界中の JETRO 出先機関の中でも EU 全体の動きを見据えた情

報収集を行い、日本企業に対して情報提供。 

ベルギー 
ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ 

JBCE（Japan Business Council in Europe） 
欧州における日本企業を代表し、EU に各種政策に対してロビー活

動等を行う欧州拠点。 

11/20 
（金） 

ベルギー 
ｵｰｽﾃﾝﾃﾞ 

日系機械メーカーＢ社 欧州法人 
欧州・中東・アフリカ事業の本社機能。工場だけでなく環境管理

部門も設置し、REACH や EuP 等の環境規制に積極的に取り組ん

でいる。空調機の環境規制に関しては強いリーダーシップを発揮。
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２. 現地ヒアリング調査結果 
 
２―１. VDMA（ドイツ機械工業連盟） 
 
1）REACH 規則対応の現状に関する基本認識 
 

 機械産業は、基本的にサプライチェーンの 後に位置する川下産業であり、化学物質につ

いては「買う立場」にある。化学物質登録や SIEF への対処といったような問題はケミカル

メーカーにとっては重要であるが、物質を買う立場の機械メーカーにとってはむしろ登録な

どよりはサプライチェーン間の情報のやりとり、あるいはユーザーからの問い合わせへの対

応といったように、川下産業に特有の問題に焦点をあてて対応を検討しながら会員企業への

広報・指導を行っている。 
 

 

2）現状における問題点 

 

 ①45 日問題 
 「SVHC 含有に対するユーザーからの問い合わせには 45 日以内に回答する」という、い

わゆる“45 日問題”は、特に消費者からの問い合わせ対象となる耐久消費財系メーカーにとっ

ては大きな問題になっている。 
 ユーザーが製品に関してメーカーに問い合わせるという行為自体はごくノーマルなもの

であるし、これは消費者→メーカーという流れだけではなく、小売店→ディーラーといった

間でも起こりえることである。 
 ただ、現在はユーザー（特にエンドユーザー）が REACH で過剰に反応した状態にあるの

は否定できない。一人のユーザーから 100 項目もの物質についてメーカーに問い合わせると

いうのは明らかにオーバーアクションであろう。具体的な問い合わせ件数などはわからない

が、家電などのメーカーに対しては Web による SVHC 含有問い合わせが特に多いようであ

る。 
 
 VDMA としては、消費者などからの問い合わせに対する一種の「模範解答」を作成し、

会員企業に提供しているが、その大まかな構成は次頁のようになる。 
 このうち、③において「川上側企業からの回答待ち」というスタンスを取る背景には、後

述するように川下企業→川中・川上企業への問い合わせの錯綜によってサプライチェーンが

混乱しているという状況があり、現実問題としてすぐに回答が寄せられる可能性は低い。 
 ユーザーや川下側企業が REACH に対する理解が不十分なまま、川上系企業に闇雲に問い

合わせるという状況自体がすでに問題であり、サプライヤーに対して「貴社は REACH を遵
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守する意思があるか？」などというナンセンスな質問の回答を求めるのは時間と労力の空費

以外の何者でもない。 
 

 SVHC 問い合わせに対する回答例 
パターン 文例、およびその背景など 

①問合せに対する礼 「この度はお問い合わせありがとうございます」 
②回答方針の提示 「REACH 規則に沿ってご回答いたします」つまり、REACH に規

定されていない物質については回答しない（できない）。 
③現状の説明 情報があれば提供、なければ「サプライヤーから情報が来たらご回

答します」など。「こちらからサプライヤーに問い合わせる」ではな

くサプライヤーからの回答待ちであることを示し、同時に 45 日間で

は困難というニュアンスを伝える。 
 
 

 ②サプライチェーン間の含有確認の錯綜 
 上の問題に関連して、加工・材料系メーカーに対して含有物質情報の確認問い合わせが殺

到しているという状況が生じており、川中・川上メーカーにとってはその対応が大きな負担

になると同時に、かなり混乱した状態になっている。 
 混乱した状態になってしまった大きな要因は、それぞれの問い合わせごとに含有の有無を

尋ねる物質の対象範囲がバラバラであることにある。つまり含有の有無を尋ねる範囲が昨年

REACH で対象になった 15 物質であったり、（その企業独自の考えで）もっと広い範囲・多

くの物質の含有確認をするかが問い合わせによってまちまちという状態になっている。 
 成型品メーカーの中には上述のように消費者からの SVHC 含有問い合わせに対応しなけ

ればならないケースもあり、それを調達先である川中企業などに尋ねるのは仕方ない部分も

あるが、SVHC 物質が今後も順次増えていくことを考えれば、この錯綜・混乱状態はますま

す複雑化することはあっても収束に向かうのは難しい。  
 

 

3）REACH 規則の今後の見通し等に関する見解 
  

 ①物質調達リスクに関して 

 現在は 1,000t/年以上の大口物質の登録が当面の問題になっているが、こういった大量に

需要のある物質に関しては REACH 登録の手間やコスト負担を嫌って取扱いをやめるメー

カーが出てくる可能性はほとんどないし、量が多いから REACH の登録コストによる影響も

相対的には少ない。 
 メーカーが物質の製造や輸入自体をやめてしまう恐れがあるのは少量物質であり、1～100
ｔ/年の少量物質登録期限である 2018年 6月が近づくにつれてその問題は顕在化してくると
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予想される。中には製造継続の条件に REACH 登録コストを価格転嫁するような例も当然出

てくるはずで、物質・調剤ユーザーである機械産業にとっての調達上の問題は 6～7 年後か

ら徐々に増えてくると考えられる。 
  

 ②企業のビジネス体制そのものへの影響 

 REACH 規則が出来たことで、EU 企業にとっては規制負担を軽減するために事業体制そ

のものを再構築するような例も今後増えてくると考えられ、すでにそういう実例がある。 
 ミュンヘンとスイスに工場を持っている人工関節などを作るあるメーカーがあった。この

会社はある電気化学的処理を行うために特殊な研磨剤を使っていたが、この研磨剤を

REACH に従ってミュンヘンで使い続けようとすると、非常に面倒なことが判明した。 
 そこで、この会社は研磨工程をすべてスイスの工場に集約してしまい（注：スイスは EU
に加盟していない）、研磨剤はスイスに輸入するという方法をとった。その方が REACH に

対応するよりも手間・コストともに省けるからである。 
 現在はまだこういった動きは限定的なものであるが、今後少量物質の登録期限が近づくと

前述のような調達途絶や値上げといったリスクも出てくる。価格・ロケーション、ロジステ

ィックス、技術など、さまざまな要素をてんびんにかけた上で、企業が特定事業の場所を移

動し、REACH 対応負担を回避するような動きに今後拍車がかかる可能性は大きいと言わざ

るを得ない。 
  

 ③データシートの複雑化 
 化学物質に求められる表示やデータシートは REACH だけではなく、国レベルで少しずつ

差がある GHS もあるし、CLP（Regulation on Classification, Labeling and Packaging of 
substances and mixtures：化学品の分類・表示・包装に関する EU 規則）、さらに国連が決

めた UNGHS など、様々なスタンダードが複雑にからみあっている。しかも CLＰの発効に

よって MSDS（Material Safety Data Sheet）内容も改訂されるといったこともあり、そう

いった変化に対応しなければならないメーカーの負担は大きい。 
 

 

4）REACH 規則の見直しに関する見通し 
 

 ①2012 年の見直し 
 当面注目されるのは REACH 規則の見直しであろう。見直しは 2012 年になされる予定で

あり、その検討は来年にもスタートする見通しである。 
 化学物質リスクから人間や環境を守るという主旨は正しくても、REACH が現実とうまく

整合しないという問題はすでに様々指摘されている。ECHA 自体も予備登録段階ですでに 2
度もサーバーがダウンするという状況で、きちんと機能しているとは到底言えない。見直し
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が必要なのは当然であろう。どのような見直し内容になるかはまだ全くわからないが、

VDMA としてもその改定内容には大きな関心を持っており、今後も注目していきたいと考

えている。 
  
 ②罰則について 

 REACH 規則の罰則は国ごとに罰金等の金額に若干の差はあるが、ある程度厳しい内容の

ものが発表されている。確かに罰則がどうなるかは企業にとっては関心事項であろうが、罰

則が厳しいから守る、あるいは罰則を恐れて REACH に対応するといったスタンスではすで

にその企業は競争についていけない企業であると言えよう。 
 REACH は非常に膨大な内容を含んだ厳しい規制と考える人もいようが、これは元々あっ

た 11 の EU 指令を統合した包括的な規制であり、仮に REACH が存在していなくても化学

物質のリスク管理に関して守らねばならない法規制はあったわけであるから、REACH がで

きたから慌てて化学物質に取り組む、あるいは罰則を恐れて取り組むといった考え方はそれ

自体が誤りといえる。 
 
 

5）EuP 指令に対するスタンス 
 

 EuP 指令は当初は「白物家電の省エネ規制」という側面が強いと考えられていたが、ポン

プなどの産業機械から工具・工作機械のようなもの、さらに後述するように将来はエネルギ

ーを消費しない部材まで対象に含めるようになり、産業界にとっては全貌を把握することが

難しくなっている。 
 本来、産業機器などは個別に捉えるのではなく、全体でみた効率で評価する方が現実に近

いが、現在の EuP のやり方ではポンプ、コンプレッサ、エレベータ等々の製品がすべて個

別にエネルギー消費を問題にされているために、かえって内容がわかりづらくなったという

側面があるといえる。 
 
 指令自体は政治的に決定してしまったが、個々の製品ごとのエネルギー測定方法などに関

しては政治家では決められない。そこで細目の決定は企業の検討グループに委ねられること

になり、ここで統一的な測定方法を検討する。VDMA に関しても前述のポンプに関しては

測定方法検討への参加の打診があり、2013 年までに細目を決定しなければいけない。 
これは、ある意味で産業界側の考え方を規制の中に盛り込む機会でもあるので、VDMA と

しても測定方法検討の場を通じて企業に過剰な負担が生じないような方向性を考えていき

たい。 
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6）EuP 規則の問題点、今後の見通し等に関する見解 
 
 ①EuP→ErP への拡大 
 Energy Using Products（エネルギー使用機器）を対象にした EuP 指令の対象が Energy 
Related Products（エネルギー関連機器）に拡大するという方向性はすでに既定路線となっ

ており、建材や窓ガラスといった製品も将来的には“ErP 指令”の対象になることが見込まれ

ている。2015 年には現在の EuP ガイドラインに代わって ErP ガイドラインが新たに制定

される見通しである。 
 窓ガラスなどはこれまで CE マーキングとは無縁の製品であり、品質は製品グレードのク

ラス分けに基づいて保証されていた。従って、電気製品のようにCEマーキングを貼る習慣、

あるいは「CE マーキングがないと売れない」といった考え方自体が根付いていない業界の

一つといえる。 
 
 しかし、前述のように新しい ErP 指令の対象になってしまえば CE マーキングの習慣の

有無などは関係なく、メーカーとしては対応を迫られることになる。 
 ドイツでは大まかにいって 終エネルギー消費のウェイトが産業・運輸・家庭で大体 1/3
ずつを占めている。ドイツに限らず、家庭分野でのエネルギー削減は重要なテーマであるか

ら、家電系の製品に限らず、建材や窓ガラスといった住設系の製品にまで EuP（ErP）が拡

大されていくという流れはある意味当然であるともいえよう。 
  

 ②指令の抱える矛盾 

 EuP 指令によって EU では裸電球がほとんど使われなくなり、新たな省エネ型ランプが

普及している。しかし現在普及している省エネランプにはわずかに水銀が含まれており（裸

電球には水銀はない）、しかも製造時に排出する CO2量は裸電球より省エネ型ランプの方が

多いとされている。 
 消費電力ばかりが問題にされ、製造時や廃棄時の CO2 などまで十分考慮されていないと

いうのはEuP指令に矛盾する側面を持たせる結果になってしまっているのは否定できない。 
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２―２．Heidelberger Druckmaschinen AG.（ハイデルベルガー印刷機会社） 
 
1）企業概要 
 ハイデルベルガー社はマンローランド・KBA とともにドイツ三大印刷機メーカーの一角

を占める。印刷機業界のグローバル・プレーヤーといえる存在はこのドイツの三大メーカー

以外では日本メーカー数社が数えられる程度であり、ハイデルベルガー社は世界的にみても

印刷機械メーカー 大手メーカーの一つといえる。 
  
 
2）REACH 規則に対する取組み状況 
 
 当社の中核的な事業は印刷機械の製造・販売であるが、子会社では印刷用のラッカーも作

っていることから、ケミカルメーカーという側面、あるいはケミカル類のインポーターとい

う側面も持っていた。従って、REACH 規則によってうける影響も「サプライチェーンの末

端である機械メーカーとして」という範囲を超えて材料メーカー的な対応を迫られる部分も

あり、会社全体に影響が及んだ環境規制であった。 
 さらに、当社の販売ルートが大きく分けて産業ユーザー・業務ユーザー向け（主に印刷業

者への印刷機械販売）と、販売ディーラー向け（ラッカーなどの消費財・消耗品商品も多い）

とがあり、このどちらであるかによっても対応がかなり変わってくるため、規制対応を一段

と難しくした。 
  
 ①印刷機械メーカーとしての対応 

 当社はドイツ国内 5 ヵ所の拠点で印刷機部品を製造しており、REACH 以前も当時の化学

物質規制に従って様々な潤滑油や洗浄剤、薬品等を使っていたが、REACH 規則が出来たこ

とによってそれぞれの登録が必要になった。 
 そこで、そういった材化学物質を仕入れているサプライヤーに予備登録の意思や SVHC
の含有に関する確認をする必要が生じたが、まず 5 ヵ所の工場の環境部門担当者がすり合わ

せを行った。これは同じサプライヤーに重複した問い合わせが行かないための調整であり、

その上で REACH 登録に関する問い合わせレターを送ったのが 2007 年の終わり頃であり、

対象となった物質の数はこの時点で数百という単位になる。 
 サプライヤーは EU 内の企業がほとんどであったが、二次加工メーカー・取次店といった

企業も多く、さらに川上に問い合わせをする必要なども生じたため、 終的に満足できるレ

ベルの情報を集めるまでには約半年を要したケースもあった。 
 
 昨年発表された 15のSVHCに関しては当社の製造プロセスで使用しているものはなかっ

たが、当社の印刷機を使う印刷業者からは 15 物質が発表される前の 2007 年頃から徐々に
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当社製品の含有物質に関する問い合わせが寄せられるようになった。印刷事業者はドイツ国

内だけでも約 1300 ヵ所あるが、これらの多くは従業員が 20 人以下の小さな会社である。

新しい規制の内容に関して、こういった小規模なユーザーが当社に直接問い合わせを寄せて

きたというケースは REACH が初めてであろう。 
 
 ②化学系消費財メーカーとしての対応 

 印刷用ラッカー等を初めとしたコンシューマー向け製品はワールドワイドに展開してい

る上、それぞれの国の事情によって調合方法にも差があるため、中央管理を行ってはいるが

実際には細部まで全てコントロールするのは難しい。 
 たとえば、印刷用インクでも日本では大豆油を混ぜるものが多いのに対してヨーロッパで

はミネラルオイルを使うのが一般的である。また、印刷する紙の ph 値なども国によって差

がある。従って、ディーラーがその地域に合わせて調合するといったケースは極めて多く、

逆に言うとそういった世界中の地域ごとの事情を本社で全て管理することはほぼ不可能に

なる。 
 
 従って、こういった化学系消費財の REACH 対応に関しては基本的に「EU 内での販売製

品に集中」して管理するということを基本とした。EU27 カ国にはそれぞれ当社のディーラ

ーが置かれているため、全部で 27 の販売会社があることになるが、半年に一度ディーラー

が集まるセールス会議において、ディーラーごとに REACH 担当者の設置を求めると共に、

REACH 規則対応に関するチェックを依頼した。 
 チェックの主なポイントは ①EU 外からの仕入れの有無 ②どの製品をどこから買って

いるか、仕入先変更は可能か という 2 点であった。 
 ①については回答のほとんどは「EU 内からの調達」であったが、１箇所だけインドから

カラー原料を輸入しているというディーラーがあった。また、②については明らかに懸念の

大きい物質が含まれている場合、そのサプライヤーに本社から確認のレターを出した。 
 しかし、一方でディーラーから当社製品に関する問い合わせが多数寄せられたのも事実で

ある。実際のところ、ディーラーの REACH 担当者に化学物質知識が豊富というケースは少

ないため、当社としてはその対応にかなりの労力を割かれた。 
 
 
3）REACH 対応に関する問題点と対策 
 
 前項①に書いた印刷業者からの問い合わせは 200～300 件という数にのぼり、その対応に

は苦慮したが、VDMA からのアドバイス、さらに当社の法務部門とも相談の上、標準的な

回答レターを作成し、実際にはそれを問い合わせ先に送るという形をとった。とりあえずの

回答内容としては「お問い合わせの物質について、現在仕入先に問い合わせているところで
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あるが、時間がかかる」といったものであった。今後、新たな SVHC リストが公表される

たびにこういった「問い合わせの波」が押し寄せることが予想されるため、その対応をどう

するかが大きな問題となった。 
 
 そこで、当社では自社の Web サイトの中に一種の「環境ポータルサイト」を作り、当社

製品のユーザー、当社に製品を納めているサプライヤーの両者がアクセスできる体制にした。

このサイトでは（REACH とは別の）当社としての使用禁止物質も 6 ページにわたって公開

している。このリスト公開によって、どんな物質を含んだ製品がハイデルベルガー社に売れ

ないかがすぐにわかるのはもちろんだが、当社のサプライヤーを顧客としている企業に対し

ても「ハイデルベルガー向け材料に含有させてはいけない物質」というものを知らせる効果

もある。 
  
 
4）EuP 指令に対する取組み状況 

 
 ①特殊使用機器の問題 
 ある意味では EuP は REACH 以上に対応の難しい環境規制ではないかと考えている。印

刷機自体は EuP の対象品目になっていないが、モーターなどのように EuP 対象製品が中に

組み込まれているというケースが多いため、当社としては製品としてではなく部品としての

省エネという難しい対応を迫られる。 
 現在はモーターについても小型が対象になっており、印刷機で使うような大型モーターは

EuP の対象外だが、いずれは対象になると覚悟しておいた方がいいであろう。 
 
 機種の使用条件を加味した仕様変更などを EuP とどう整合させるかも大きな問題だと感

じている。印刷機は世界中で使われるため、たとえばメキシコシティーのような高地、ある

いは高温地域など、特殊な使用条件に応じたタイプの機械も必要になる。これらの機械は言

わば 初から「厳しい条件」をクリアした仕様ということになるが、その上でさらに EuP
指令もクリアするというのは簡単な話ではない。「省エネ型モーターを使う」ということは、

工程上は簡単かもしれないが、それが上述のような特殊な使用条件で大丈夫かどうかという

データは揃っていないのである。 
 
 ②低炭素型機種の開発 

 当社が 1 年半前から発売を開始した印刷機は、EuP 指令を意識しながら、さらにユーザ

ーのコスト負担も実現した新機種であり、その開発には CO2 排出量という考え方が大きく

導入されている。 
 印刷機械が稼動するときは乾燥機、メイン動力、エア供給等々の部分でエネルギーを消費
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し、それに伴う CO2排出もあるが、実は試し刷りのためのムダ紙の浪費が大きい。 
 印刷用紙を製造するための製造時 CO2 を計算し、印刷前にどうしても必要な試し刷りの

際に消費されるムダ紙分を作るための CO2 量を計算すると、「A4 版・32 頁・4 色印刷・1
万部」という条件で約 3ｔにもなる。 
 本項冒頭に書いた新機種は、この試し刷り用のムダ紙消費量を半分以下にすることを可能

にしたものであり、これによって印刷に伴う CO2 排出量はかなり減らすことが出来る。こ

れは印刷機ユーザーにとっては仕入れる印刷用紙の量の削減、すなわち仕入れコストの低減

に直結するわけであり、環境に対する配慮とユーザーメリットを両立させた機種であると自

負している。 
  
 将来的に、印刷機が EuP 指令の対象になれば、当社としてもその対応は考えなければな

らなくなるが、上述のような機種は開発に 5～6 年はかかるもので、規制への対応としては

スパンが長すぎる。環境規制だけに対応するために新機種開発というのは考えづらいことで

あり、 も重要なのはユーザーニーズに他ならない。 
 
 
5）他の環境規制に対する今後の取組み 

 
 当社では 2011 年から、RoHS 指令に準じた禁止対象物質を自社製品すべてに対して当て

はめる方針である。RoHS 指令は電機製品が対象であって印刷機械は含まれていないが、こ

れはハイデルベルガーの自主的な取組みとして実施する。 
 これまで、当社の印刷機械には鉛や六価クロムなどの「RoHS 禁止対象物質」が約 1500
種類の部品に使われていたが、これらをアルミニウムや銅など、他の合金に置き換える取組

みを進めており、2011 年からはすべての RoHS 禁止対象物質が当社製品からはなくなる。 
 
 こういった取組みは印刷機メーカーの中ではまだ少ないかもしれないが、EU の環境規制

は REACH や EuP だけではなく、CLP なども次々と複雑化するとともに厳しくなっていっ

ているし、今後もその傾向が続くのは間違いない。環境規制強化の流れを踏まえた上で、機

械メーカーとして早めに準備しておくという考え方は重要であろう。 
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２―３．日系化学品メーカーA 社 欧州法人 

 

1）SIEF～本登録に向けた動きの概況 
 
 材料系メーカーにとって、REACH に関する も重要な関心事項といえば、本登録締切ま

での期間があと 1 年（2010 年 11 月末）に迫った物質、すなわち 1,000t/年以上,CMR Cat.1.2
に該当する 1t/年以上、及び R50/53 に該当する 100t/年以上の物質について、SIEF 運営～

本登録がいかにスムーズに進行するかということである。もちろんその後には、次のトン数

域の登録期限も控えているが、とりあえず今は直近の問題に集中せざるを得ないという状況

であり、欧州の大手化学メーカーの担当者などからも「とりあえず今は 2013 年の話（100t/
年以上物質の登録期限）は考えずに、2010 年の登録物質に集中しよう」といった話が聞か

れる。 
  
 しかし、SIEF の進捗がすべて順調かとなると、そうは言えない例もかなりあるのが実情

である。概して欧州内の大手企業・業界団体などが中心になってコンソーシアムを組み、そ

こで登録の枠組みを決定し、SIEF メンバーに連絡するという形の SIEF はおおむね順調に

進んでいると言える。それに対し、SIEF 運営から利益を得ようと目論むコンサルタントが

ファシリテーター（=SFF：SIEF formulation facilitator：SIEF 形成促進者＝世話役・コー

ディネーター）に立候補してしまったために、その後全く登録準備作業が進んでいないとい

った SIEF も存在しているのが事実である。また、ファシリテーターや先導登録者が立候補

せず、SIEF 形成自体が滞っている物質も少なからずある。全体としては順調な SIEF と問

題のある SIEF とが二極化しつつある状況にあるといえよう。 
 
 
2）SIEF 進行にあたっての問題点 

 

 ①SIEF 運営サービスプロバイダー 

 予備登録が終わり、SIEF ごとにファシリテーターが決まってメンバー同士の連絡やデー

タ保有状況確認など、実質的な作業に入っていくというのが本来的な SIEF のスタイルであ

ろうが、実際には、物質のサプライチェーンに関与しないコンサルタント会社が、手当たり

次第に数多くの物質のファシリテーターに立候補してしまうという例が見られた。これらは

(SIEF 運営の)サービスプロバイダーと総称され、とくに悪評がたっているファシリテータ

ーは４～５社あるとみている。中には法人登記はドイツであっても実質的には中国のコンサ

ル会社であるといったケースも存在している。 
 
 これらのサービスプロバイダーは、「ファシリテーターになれば、SIEF メンバーから金を
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取れるのではないか」と期待して闇雲にファシリテーターとして立候補したと思われ、

REACH で定められた共同登録のための正確な理解やリーダーシップ、SIEF の公益のため

に働くという意思があるわけではない。SIEF 形成初期には、物質の同一性やデータ保有有

無などについて SIEF メンバーに質問状を送ってきたが、SIEF 運営に要するワークロード

や期待していた利益が得られないことが判ってくるにつれ、SIEF メンバーへのコミュニケ

ーションが途絶えていった。こういったサービスプロバイダーのなかには、突然「ファシリ

テーターをやめる」と一方的に通知してくるところも現れた。 
 
 SIEF メンバーのなかには、かかる窮状を ECHA（欧州化学品庁）に訴えるところもある。

SIEF におけるファシリテーターは純粋にボランティアであり、法的拘束力があるわけでは

ない。従って、SIEF の運営に関する ECHA のスタンスは「産業界に一任、参加メンバー同

士で相談してうまくやってくれ」というものであり、結局のところ ECHA は頼りならない。 
 こうした無責任なファシリテーターが絡んだ SIEF では、メンバー間で「他にファシリテ

ーターになるものはいないか？」とメールで適任者を探し、既存ファシリテーターを更迭し

たケースもあった。 
 混乱は徐々に収拾しつつあるが、いずれにしてもこういった「問題 SIEF」のメンバーに

とってはこれまでかなり時間を空費していることもあって、今後真っ当なファシリテーター

がついたとしても、登録期限までに全ての準備が整えられるのか大きな不安が残る。 
 
 ②不明確なコスト負担体制 

 ECHA は、本登録に要するコストシェアは、透明性をもって公平に行うことと指導してい

るが、SIEF メンバーでどうシェアするかは、基本的に SIEF に委ねられている。これは、

物質毎に事情が異なるので、ECHA としても統一ルールを決めようがないことから登録者サ

イドに丸投げしたという状態に近い。 
 
 ある物質の SIEF では「1000t 超登録者はいくら、100ｔならいくら、10ｔならいくら」

という具合に決めているが、これなども見切り発車的に決めたと言わざるを得ず、正確な算

出根拠を出せと要求しても出てこない。 
 コスト算出が難しい大きな理由は、SIEF メンバーのかなりの部分が「とりあえず仮登録

だけはした」という企業が多いことや、逆に後になって本登録したいという企業が出てくる

可能性があり、実際に本登録するメンバーが何社になるのか、現段階で明確に把握できない

ことによる。一説には「歩留まり 2 割」、つまり 初の予備登録メンバーのうち、 後の本

登録まで残るメンバーは 2 割程度であるとも言われており、こういった状況では、事前に、

正確・公平なコスト負担額を決めること自体が不可能といえる。 
 
 また、SIEF で 2010 年期限の登録を完了した後、2013 年以降に 100ｔ・10t クラスの小
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口登録者が新たに加わってきた場合のコスト負担をどうするかも実務上難しい問題である。   
 後から加わった小口登録者から徴収するデータ取得費用や SIEF 運営費などは、SIEF に

とっての一種の収入金となるので、それは既に登録を完了しているメンバーに公平に還元さ

れるべきである。しかし、これらの会計業務を、SIEF が存続する 2018 年までにどのよう

に運営し、それに対する労力・コスト負担の問題や、透明性をどう維持するかも、今後の懸

念材料の一つである。 
 
 
3）SIEF に対する参加スタンス 
 
 当社（欧州法人）は、本社および欧州域外グループ会社の唯一の代理人であり、登録予定

物質数は 3 ケタに達する。その中で直近の 2010 年登録期限の物質だけでも 2 ケタになり、

当面の問題はこれらの SIEF/Consortium 対応ということになる。 
 一般に、生産量の多い汎用化学品では、欧州域内大手メーカーが集まったコンソーシアム

が組まれ、SIEF 運営の中心となっているものが多い。コンソーシアム外の SIEF メンバー

は、「コンソーシアムの決定に従ってデータ提供やコスト提供を進める」という形で自社の

登録準備を進めている。 
当社としては原則的に 自社製造品で高シェアのものは積極的に SIEF 活動に参加し、

Consortium があれば参加している。これは共同登録要件である物質の同一性や分類・表示、

用途の合意形成に関与すること、新たに実施する試験の要否判断やデータ所有権等のルール

作りに参加するためである。 
ただ、コンソーシアムの中には、試験データのコスト負担も含めて、１メンバー当たり数

十万ユーロ（数千万円単位）を求められるケースもある。これらの費用は SIEF 内の共同登

録者全体で負担するので、自社分を除いて 終的に回収できるが、前払いするには高額であ

り、コンソーシアム加盟要否の判断に大きく影響を与える。現在加盟しているコンソーシア

ムは４件である。 
 購買品目や、低シェアの物質は消極対応姿勢をとっている。これは、SIEF ファシリテー

ターや先導登録者から送られてくる、当社登録期限、データ保有の有無、技術文書参照権の

購入意思確認といった問い合わせに対応するというもの。概してバルク・ケミカルのような

製品であれば欧州のメガプレーヤーが、先導登録者として SIEF 活動をコントロールしてい

る場合が多いため、当社としては SIEF メンバーとして対応していっても問題はないと考え

ている。 
 
 問題は、ファインケミカル、あるいはニッチケミカルといったようにメガプレーヤーがお

らず、しかも前述のようなサプライチェーン外のサービスプロバイダーがファシリテーター

になっている物質である。多くの場合、SIEF 活動が一向に進まず、しびれをきらした SIEF
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メンバーが、誰かファシリテーター或いは先導登録者になって SIEF 活動を開始してくれな

いか、といった内容のメールを SIEF メンバーに送信して状況打開を図っている。 
 当社の場合も、来年に登録期限が迫った物質の中で進行が遅れている物質がある。SIEF
内のめぼしいメーカーに先導登録者になるよう打診しているが、前向きな回答は得られてい

ない。どこも名乗り出なければ当社がファシリテーター及び先導登録者を勤めるという可能

性も検討しているところである。 
 
 
4）機械メーカー等、物質ユーザーにとっての留意点 

 

 ①行政サイドのチェックに対する対応 

 東欧圏のある日系企業が所在国の関係当局による抜き打ちチェックを受けたという報告

がある。これは、当該日系企業が使用している物質・調剤が REACH 規則を遵守しているか

どうかをチェックするもので、予備登録の記録監査や、EU 域外製造者からの輸入品につい

ては、その製造者が唯一の代理人を指名して予備登録を完了しているといった証拠書類の確

認が中心であった。 
 
 登録義務のないユーザー側にすれば「REACH に関してはサプライヤ－の唯一の代理人に

よって登録されるから大丈夫」と考えがちであるが、このように、ユーザー側が、関係当局

によってその証拠書類の提示を求められるケースは今後も発生する可能性がある。 
 従って、機械メーカー等の物質ユーザーで、EU 域外から調剤等を仕入れている場合は、

EU 域外製造者から、唯一の代理人を指名し予備登録を完了したことの証明書類を入手しお

く必要がある。REACH 規則上は、登録者による予備登録番号の開示義務はないが、証明書

の中に予備登録番号をも記載してもらえればより万全となるだろう。 
 
 ②唯一代理人の質によるリスク 

 EU 域外製造者から指名された唯一代理人は、REACH 規則上、登録後の義務もいくつか

ある。例えば、輸入量や安全性データシートの 新版管理などである。仮に、ある物質を

10t – 100t のトン数域で登録し、その後、輸入量が 100t を越えたとする。この場合、唯一

の代理人により、ECHA に不足データを提出し 100 – 1,000t 域の登録にアップグレードす

る必要がある。また、その物質が既登録外の新たな用途で使用される場合も、ECHA に追加

情報を提出する義務がある。 
 このように、登録後も継続して REACH 規則遵守を維持できる唯一の代理人を選択し指名

することが重要である。REACH 規則に関する知識と実務能力に乏しい代理人を指名すると、

知らぬ間に RECH 規則違反を犯しているという事態になりかねない。 
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 ③用途情報 

 2010 年登録期限の 1,000ｔ超物質については、川下から川上への用途情報伝達も差し迫っ

た問題になっている。用途情報は、登録文書の一部である化学品安全性報告書の内容に関係

する。川下ユーザーは、川上の登録者に対して登録期限の１２ヵ月前までに用途情報を提供

すると、登録者は暴露シナリオを作成する上でその用途を考慮する義務がある。川下メーカ

ーは、川上に登録してほしい用途を、記述子（use descriptor）リストから選んで情報提供

する。 
 ただ、川上の登録者は考慮する義務はあるが、情報提供された用途すべてを登録する義務

はない。物質メーカーにとってあまりに特異な用途は、暴露評価に膨大な労力とコストがか

かる場合があるため、登録する用途を良く知られた一般的な用途に制限するところが多い。

川下ユーザーにとっては自社の用途をできる限り広く登録して貰いたい、一方、川上の登録

者は出来るだけ狭い範囲で暴露評価したいという、せめぎ合い状態になっている。 
 
川上登録者にカバーされない用途は、川下ユーザーが登録することになるが、その用途自

体が企業秘密である場合も考えられる。この場合、IUCLID 5 上の Confidential flag 機能

を使って機密情報として登録することができる。しかし、この機能の使用には１情報毎に追

加の費用がかかる制度で、登録者から不評をかっている。 
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２―４．国際協力銀行 フランクフルト駐在員事務所 

 

1）世界同時不況後の影響と、その後の EU 環境施策の現状に関して 

 
 ①リーマン・ショックの影響 

 環境・エネルギー関連企業の業績は昨年 9 月のリーマン・ショックを境にしてかなり落ち

込んでいるのは確かである。端的な例が太陽電池であり、金融危機に伴う投融資資金の急減

および太陽光発電に対するフィード・イン・タリフ（FIT：電力の固定価格買取制度）の大

幅引き下げにより、いわゆるソーラー・バブルがはじけた上に中国メーカーが太陽電池製造

に本格的に参入してきたため、太陽電池の価格は 1 年前に較べて 30～35％下落している状

態にあり、相当量の在庫を抱えて悩んでいる欧州メーカーも少なくない。 
 このように、企業サイドの環境ビジネスが停滞気味であるのに対し、環境関連投資や税制

優遇など、国の施策としての環境分野への支援の流れは拡大しており、EIB（欧州投資銀行）

や KFW（ドイツ復興金融公庫）などの公的金融機関によるグリーン・インベストメントも

活発化している。 
 
 つまり、端的に言えば、公的な資金を環境分野につぎ込むことで景気浮揚・産業育成・競

争力強化を図っているのが現在の欧州の状況といえる。再生可能エネルギーだけではなくグ

リーン・カーやグリーン・ファクトリー、あるいは省エネビル・省エネ住宅等々、様々なタ

ーゲットに対して公的資金による開発・普及支援が整備されており、EU の環境政策はここ

にきて急速に景気浮揚策としての側面を強めてきたともいえる。 
 
 ②産業政策と環境政策のバランス 

 一時の極端な落ち込みからは回復したものの、景気回復の動きは依然として弱く、新規設

備投資や稼働率なども芳しくない状況にある。 
 こういった状況では企業に負担を課すタイプの環境規制は「出しづらい」という部分があ

るのは確かであろう。景気回復の動きがまだ弱く、本格的な経済活動の回復が待たれる今は

企業に厳しい義務や負担を課し、結果的に経済活動にも悪影響を与えるというリスクを犯し

づらい時期であり、REACH のように企業の負担増につながるタイプの環境規制より、企業

活動を支援する環境制度の整備という方向の流れが強まったということは言えよう。今年行

われた EU 総選挙でも保守派が伸びているという点を考え合わせても、現在は環境優先・企

業負担増型の環境規制はやや打ち出しづらい環境にあるといえる。 
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2）排出権取引制度に関する見解 

 
 英国やドイツ・フランスといった先進国が EU-ETS 制度を積極的に推進し、さらに世界

中にこれを一種のスタンダードとして普及させようとしているのは当然として、潜在性の観

点で昨今特に注目されるのは中東欧諸国の動きであろう。 
 中東欧諸国は EU に遅れて加盟したこともあり、国によって温度差はあるが、全体として

は先進諸国に早く追いつくために環境対策に関しても真面目に取り組んでいる。 
 JBIC が関与した例としてはブルガリアでの風力発電の事例がある。これは JBIC がプロ

ジェクトファイナンスを行った JI（共同実施）事業であり、日本製の風車を使った同国初の

ウィンドファームで売電ビジネスの他に年間約 8 万 t の排出権を獲得するという排出権クレ

ジット取引事業としての側面も持つ。 
 
 EU 域内の CO2大口排出事業所は NAP（National Allocation Plan：NAP＝EU ETS 規制

対象企業へ CO2 排出割当計画）が決められているが、中東欧諸国には旧ソ連時代の仕様で

作られた建物や工場、インフラがまだ数多く残っていることから、発電所や地域冷暖房など

の設備を更新して効率を上げることで従来よりも CO2 排出量を大きく減らすことが可能に

なる。加えて排出権クレジットになり得るわけであり、先端技術を有する日本の機械メーカ

ーにとってもビジネスチャンスは多いと考えられる。 
 
 ただ、排出権取引そのものがトレーディング対象として過剰に注目される傾向にはやや懸

念が残る。排出権は仕組み上のクレジット商品であって、相場の上下動も起こりえるし、

COP15 の成り行きによっては制度そのものが見直されてせっかくかき集めた排出権クレジ

ットが紙くずになるという危険性もゼロではないなど、企業として長期的なビジネス対象と

見なすのは難しい。 
 日本の機械産業のようなものづくり企業にとってはあくまでも排出権は「おまけ」と捉え

るべきものであり、前述のようなエネルギー機器の更新や再生可能エネルギー機器の販売な

どの“本業”に注力し、排出権クレジットの獲得は本業に付随したメリットという捉え方が

妥当なのではないか。 
 
 
3）ビジネスチャンスの場としての EU の捉え方 

 
 すでに述べたように、EU や欧州各国政府が環境・エネルギー関連分野に積極的な財政出

動を行っている現状を考えれば、欧州をこれまでのように「厳しい規制を新たに設け、日本

などの対 EU 輸出企業に対しても義務と負担を負わせる」といった見方に固執するのではな

く、むしろ日本の環境関連技術の大きなビジネスチャンスの場として捉えるべきではないか。 
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 基本的に、欧州は環境対策、省エネ対策に対する規制や制度が日本などよりしっかりと整

備されているため、そこに有効な環境技術を持ち込むには適したマーケットであるといえる。

再生可能エネルギーに対するフィード・イン・タリフ（FIT：電力の固定価格買取制度）な

どはその端的な例であろう。 
 太陽光（あるいは太陽熱）発電でもバイオマスでも風力発電でも、欧州各国は再生可能エ

ネルギーの導入に対して手厚い FIT を設定して大幅な需要喚起を狙っており、実際に多くの

国でその効果は現れている。そして、こういった需要拡大期には日本の技術・日本の企業に

とってのビジネスチャンスも多い。 
  
 一つの例として洋上風力発電が挙げられる。洋上での風力発電は陸上よりもさらに高い発

電量が見込め、今後の設置余地も大きいことから、再生可能エネルギー比率を高めたい欧州

各国にとって洋上風力の大幅増は重要な課題になっている。 
 洋上風力は風車そのものも陸上より大きくできるが、その一方で素材の強度や耐久性、長

期運転の信頼性確保やメンテナンスのしづらさなどが課題とされている。 
  
 たとえば日本メーカーが高強度の風車ブレード素材を開発したとすれば、その実証テスト

を欧州で行えば陸上風車よりも手厚い FIT のおかげで、実証テスト的導入であっても相当の

リターンが期待できる。このように、欧州は環境ビジネスの巨大マーケットであると同時に

技術のテスト、初期小規模ビジネスによるノウハウ蓄積といった場としての魅力も大きく拡

大してきたといえる。太陽光発電のテスト的導入をするなら中東で行うよりも FIT で確実に

儲かる欧州で実施した方が企業の経済的メリットは明らかに大きい。日本企業は欧州を「環

境ビジネスチャンスを提供してくれる場」として認識して今後積極的に活用することが望ま

れる。 
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２―５．VDMA（ドイツ機械工業連盟）ブリュッセル・オフィス 
 
1）VDMA ブリュッセル・オフィスの位置付けと主な活動 
 

 VDMA のブリュッセル・オフィスはドイツ機械工業連盟が複数持っているドイツ国外の

事務所の一つであるが、EU 本部のあるブリュッセルに事務所を置いた主目的は EU 政府に

対する機械業界としての発言力の強化と、EU 政策に関する情報収集にある。 
 現在、ドイツ国内の法律のうちの約 2/3 は EU の法律・規制に連動したものであり、EU
の法規制がどのように検討・決定されるかはドイツの産業界にも非常に大きな影響を与える

重要な問題になっている。当然、ドイツ国内の機械メーカー団体である VDMA にとっても

ブリュッセルでの施策検討状況の把握は重要な問題であり、当オフィスの重要性もまた高ま

っているといえる。他の EU 諸国、あるいは EU 以外の国の業界団体が同様の目的でブリュ

ッセルに事務所を構えるという例もないわけではなく、当オフィスも在ブリュッセル海外業

界事務所と交流はある。ただ、そういった業界団体単位のブリュッセル・オフィスとして

VDMA は規模的にも も大きい部類に属する。 
 
 ブリュッセル・オフィスの活動は上述のように①EU 政策動向に冠する情報収集と、およ

び VDMA 会員企業に対する提供 ②VDMA 会員企業の考え・意見を EU サイドに発信する 

という 2 点に集約され。前者に関してはニュース・レターを会員企業に、後者に関してはポ

ジション・ペーパーを EU に対して出している。 
 EU の政治家の中には民間企業の実態を把握しないまま、温暖化や環境に関しての規制を

進めようという者も少なくないが、VDMA としてはそういった動きに対して「産業」「市場

経済」そして「自由市場」といった基本理念に沿って企業側からの意見を発信している。 
 EU 側としては VDMA に「ドイツの機械工業を代表する」というよりは「欧州全体の機

械産業を代表しての意見」を求める傾向があるのも確かであり、我々としてもドイツに限ら

ず、機械産業全体を意識した意見のとりまとめと発信を今後も続けていきたいと考えている。 
  
  

2）EuP 指令に対する評価と機械産業への影響 
 

 EuP 指令の背景には EU が掲げた「3 つの 20」という政策が大きく影響していると考え

られる（2020 年までに ①CO2排出量の 20％削減、②エネルギー消費量の 20％削減 ③再

生可能エネルギーの比率を 20％に引上げ）。「3 つの 20」のうちの、特に「エネルギー消費

量を 20％削減」という目標達成のためにはエネルギー消費量が多く、しかも広く普及して

いるものを対象に省エネを進める必要がある。 
 EU 委員会はエネルギー消費量の削減・省エネ製品の普及を図りたい一方で EU 産業の競
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争力はさらにアップさせたいという、二つの目標というジレンマを抱えていたとも言える。

EU 委員会の目に、EuP 指令は省エネと企業の技術開発促進という両方を解決し得る方法と

して映ったであろう。 
 
 確かに EuP 指令には省エネの推進と技術開発の促進という両方の効果を加速させる可能

性がある。しかしそのための方法論として EuP 指令という規制以外の選択肢がなかったと

は思えない。 
 たとえば日本のトップランナー方式のような考え方を導入し、 もエネルギー効率が高い

機器を製造したメーカーの製品を公共機関が優先購入する、あるいはそういったメーカーに

対しては税制面での優遇措置を与えるといったような「報酬型」の制度もあり得たはずであ

る。結局、エネルギー消費に関する 低基準を設定し、それを守らなければ CE マークを貼

って売ることができない、という規制を EU 委員会は選択したわけであるが、これが本当に

適な方法であったかどうかは今後の評価を待たなければならないといえよう。 
 
  
3）EuP 指令の問題点と機械産業への影響 
 
 ①システム的視点の欠落 
 EuP 指令の大きな問題は、エネルギー消費の 低基準がすべて製品単位で決められており、

システムという観点からの基準の検討が全くなされていないことにあるのではないか。 
 たとえば電気掃除機のような家電製品であればともかく、後述するように今後対象になる

ポンプなどの産業機械・工作機械類などの場合、製品単体での消費電力ばかりを問題にする

のは適切ではない。 
 産業機械などはそれ単独で設置されることはほとんどあり得ず、プラントなどのシステム

の中に組み込まれて機能するものである。当然、エネルギー消費に関してもシステムとして、

プラントとして、という角度からトータルに捉えた評価軸が提示されるべきであったが、

EuP ではポンプはポンプとしての電力消費量しか規定されていないというのは実情を反映

しているとは言えない。 
 
 機器を作るメーカーにとって EuP 指令で自社製品が対象になるかならないか、対象にな

れば対応を迫られるといった点で大きな影響があるが、メーカーではないプラントエンジニ

アリング企業などにとっては上述のような理由で EuP 指令は自分のビジネスとは関係ない

ということになってしまう。 
 もっとも、プラントエンジニアリング企業などにとっては EU-ETS によって大口 CO2排

出工場に対する排出割当量などが課されており、これがメーカーとは違う省エネ促進モチベ

ーションをエンジニアリング企業に与えているという部分はあるが、システムとしてのエネ
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ルギー消費の視点が EuP に欠落しているのはやはり問題であると言わざるを得ない。 
 
 ②消費電力の測定方法・算出方法など 

 消費電力を一定以下にしなければならない、あるいは効率を何％向上させなければならな

いという規定があっても、その測定方法や効率の計算方法によって値に差が出ることは十分

あり得るし、実施措置の細かい内容によっては定められた測定方法・計算方法によって不公

平が生じる可能性もまたないとは言えない。 
 測定や計算方法の規程によって明らかな不公平が存在すれば当然、VDMA としては EU
に対してその是正を求めることになる。公平な自由市場の元での企業活動というのは大原則

であり、技術的な規程による不公平が生じることがあってはならない。 
  

 

4）その他の EU 規制に対する見解 

 

 CSR（corporate social responsibility=企業の社会的責任）を ISO 規格として標準化する

という ISO26000 制定の動きに対しては非常に強い懸念を持っている。 
 ISO26000 は中小企業を含むすべての企業、公共団体等も対象になるもので、2010 年の

終わりに完成することを目指して基準づくりが進んでいるが、産業界の多くの人が感じてい

る「そんなことが本当にできるのか？」という強い疑問は VDMA も全く同じように共有し

ていると言ってよい。そもそも ISO は技術のスタンダードであり、社会的責任などという

問題をそこに持ち込もうとしても無理があるのは明らかである。 
  
 ISO26000は 500人のエキスパートが参加して 5年以上の年月をかけて検討が続けられて

おり、100 ページを超えるドラフト案も公表されている。しかし、エキスパートといっても

その多くは労組やコンサル、消費者団体、政治家等々であり、産業界の人間が非常に少ない。

検討内容自体が企業の実態とはかけ離れているのは否定できない。 
 前述の 100 ページ超のドラフトも我々サイドから見れば理解に苦しむような記述も多く、

このようなものが実際に使えるとは思えない。仮に導入されたとしても社会的責任などとい

うものの監査が可能なのかといった疑問も残る。 
 しかし、実際にはすでに VDMA に対しても「ISO26000 の認証を出す」などといったオ

ファーが寄せられているのも事実である。もちろん VDMA としては全て拒否しているが、

今後同じような混乱が経済界全体に広がる可能性もある。ISO26000 のような規格が国際的

に導入されてしまうとすれば、それは EU のみならず世界の企業にとって一緒の災厄である

と言っても過言ではない。 
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２―６．JETRO ブリュッセルセンター 
 
1）欧州の環境政策動向と日本企業の対応 
 
 ①EU 環境政策の変化 
 昨年 9 月のリーマン・ショック後の景気後退は欧州経済にも当然深刻な打撃を与えている。

リセッション突入で企業は人員整理や在庫調整に走り、現在はようやく「バブルが破裂した

後の実需に戻る過程」と考えられている。しかし、実需が回復したとしても、マーケットボ

リュームとしては「かつての 7 割程度」ではないかとも言われている。 
 つまり、公的な財政出動で景気浮揚を図るとしても、既存の産業の業績回復を期待するだ

けではなく、新しい産業・新しいビジネス分野の創出が必要になっているのであり、その分

野に対する集中的予算投入が求められている。そして、その「新ビジネスの創出分野」とな

り得るのは環境・エネルギー分野であるというのが欧州諸国にほぼ共通した認識になってい

るといえよう。 
  
 公的資金を環境分野に投資することで環境産業が振興されることは、景気対策というだけ

ではなく、「3 つの 20」に象徴されるような EU の環境政策上の目標実現にもつながるし、

さらにいえば今後の環境マーケットにおける自国の（あるいは EU の）産業競争力強化にも

直結する。さらに加えて、欧州諸国は化石燃料のかなりの部分をロシアに頼っているという

事情があるため、エネルギー安全保障上の観点からも新エネ・省エネなど分野のビジネス拡

大は重要な意味を持つのである。 
 従って、ＥＵレベルおよび各国政府ともこの分野への公共投資には極めて積極的であり、

「一義的は景気対策として、さらに様々な戦略をからませて環境分野に集中的な公共投資を

行う」という政策トレンドが顕著になっている。 
 
 ②日本企業のマインド変化 

 上述のような情勢の変化を感じ取っている日本企業も多く、それは JETRO に対する問い

合わせにも現れている。08 年秋頃までは日本企業から寄せられる環境分野に関する問い合

わせはREACHやEuPといったEU環境規制に対する対応に関するものがほとんどであり、

日本企業にとって EU ビジネスでのリスクマネジメントをどうするかが 大に課題であっ

たことが伺える。 
 しかし、今年 09 年に入ってからは、環境分野における欧州での新たなビジネス機会に関

する問い合わせが増えている。世界的にみても景気回復がまだ十分とはいえない状況におい

て、短・中期的に何が売れるか？と考え、さらに欧州各国政府の活発な環境関連公共投資を

考えれば、「欧州ビジネスはいま環境分野だ」と企業側が考えるのも当然であり、今後も日

本企業による欧州環境ビジネス探索は活発な状況が続くと予想される。 
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2）日本企業の欧州環境ビジネス事例 
 
 欧州各国政府が環境分野への投資を積極的に進めていることで、すでに日本企業が欧州で

の大きなビジネスチャンスをつかんだ例も少なくない。 
 その一例が日立製作所であろう。同社はこれまでにも英国での鉄道車両事業で実績を持っ

ていたが、新たに英国内の大規模な鉄道車両更新プロジェクトの優先交渉権を獲得すること

ができた。 
 このビッグビジネスには過去の鉄道車両納入実績が評価された部分もあるが、 大のカギ

になったのは同社のハイブリッド車両技術（ディーゼル運転+リチウムイオン蓄電池による

電動運転）技術なのである。今回のプロジェクトが実現すれば、英国内の古い鉄道路線で日

立のハイブリッド車両が大量に導入されることになる。 
  
 カネカは太陽電池ではすでに実績のある会社であるが、欧州の準公的研究機関と提携して

欧州での太陽電池研究開発機能を大幅に強化している。提携した IMEC というベルギー研

究機関はベルギー・フランダース州政府が設立した非営利の組織であり、IMEC によれば運

営資金もパートナー企業の出資（82％）と州政府補助（18％）で賄われている。 
 欧州の太陽電池市場はフィードイン・タリフ制度のおかげで爆発的に拡大しているが、カ

ネカの例は、ＥＵ市場での環境・エネルギー分野におけるビジネスチャンスを高く評価して

いる点で注目される。いわば「公的助成をうけて拡大する欧州市場において、公的支援を活

用して研究開発も行う」ものであり、欧州の環境市場拡大と公的支援という追い風を効果的

に取り込んだ事例と言えよう。 
 
  
3）欧州の環境規制の方向性に関する見解 

 
 REACH や EuP といった EU の環境規制は非常に厳しく複雑でありながら、その一方で

「グレーな部分が多い」「検討中・未確定といった部分が多い」などの点で日本企業あるい

は日本人にとっては非常になじみづらい部分がある。 
 ただ、27 もの国、5 億人もの人口を抱えている EU では、「細かいことまで厳しく管理し

た規制を作らないと、EU トータルとして環境を守れない」という側面があるのも事実であ

り、厳しい環境規制の背景には EU という組織自体の性質があるという印象が強い。 
 また、これだけ国も民族も多様性に富んだ EU で厳しい法規制を作ろうとすれば、細かい

部分よりもむしろ“枠組み”自体が重視され、細かい部分については説明余地が残っている、

いざとなれば裁判で決着をつけるという考え方も根強い。これが日本企業などの目にはグレ

ーな部分の多い法規制と映ることになる。 
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 しかし、現実問題として RoHS や REACH といった EU 環境規制が世界に先行して打ち

出され、その“EU 型”の流れが世界に波及していくというパターンが繰り返されているの

も事実である。EU の中には「標準を制するものは市場を制する」あるいは「ルールづくり

で勝つ」という考え方があるのも事実である。 
 EU-ETS にしても、京都議定書に沿って真っ先に構築した排出権取引システムであるが、

そこには「早く作った方が得である」という、ルールづくりにおける先行者利益的な考え方

が存在したことは確かであろう。 
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２―７．JBCE（在欧日系ビジネス協議会）  
 
1）EuP 指令に対する取組みと今後の見通し 
 
 ①JBCE としての EuP 取組みの概況 
 EuP に関する JBCE の取組みは、大きくモニタリングとロビイングとに分けられる。モ

ニタリングに関しては EuP 指令のロット別検討進行状況等を踏まえつつ、情報収集を行う

とともに収集情報は会員企業に提供している。 
 一方、ロビー活動に関しても継続的に行っているが、単純に要求を訴えるという方法は

EU では通用しづらく、彼らを納得させる説得力を持たせることが重要になる。実施措置の

細部の詰めや技術委員会での検討といったプロセスに入ってからではロビイングの効果も

ないため、予備調査段階、あるいはコンサルテーション段階など、早い時期での取組みが必

要になっている。 
 
 また、対象製品カテゴリーによって日本メーカーと欧州企業の利害が一致する場合、相反

する場合が存在していることから、前者のケースであれば欧州の業界団体などと連携をとっ

て業界としての意見を発信する一方、後者の場合は JBCE 独自で EU に働きかけるといっ

たような一種の使い分けも必要になっている。 
 
 ②EuP 指令の今後の見通し 
 EuP は予備調査→コンサルテーション→実施措置・規制案の検討→技術委員会での検討と

いったように複雑な検討プロセスを踏むため、ロットごとに進捗のバラつきがあるが、さら

に規制の位置づけそのものにも違いがあるため、メーカーは留意が必要である。たとえば、

PC に関しては現在実施措置が作成されている 中であり、その動向が注目されているが、

一方で日本メーカーのシェアが高い複写機器等については予備調査は終了したが、その後業

界側からボランタリー・アグリーメント（Voluntary Agreement=業界自主規制）が出され、

それを元にした検討が進んでいる。従って、複写機に関しては 終的に EuP という法律に

よる規制という形をとらないことも考えられるといったように、製品ごとに規制の性質自体

が異なる場合があり得る。 
 ボランタリー・アグリーメントは法律として規制がかかることを嫌う業界側からの一種の

防衛措置的な側面もあり、複写機器以外の対象製品、あるいは今後対象になると想定される

製品でも水面下では検討が進んでいる。アグリーメントが完全に出来上がってしまった後で

日本企業が入るか入らないかを検討しているようでは対応が遅いと言わざるを得ず、早めに

情報収集するとともに自主規制検討段階から積極的に関与していくことも考えなければな

らない。 
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 EuP 指令の対象製品が 初の 19 ロットから徐々に広がるのは間違いなく、すでに 10 カ

テゴリー以上が予定されている他、それ以外の予定品目・検討品目も多い。工作機械なども

今後対象になることが確実な製品である。EuP 指令はスタート当初は「家電製品中心、電機

業界中心」という性格が強かったが、今後は機械産業全体に影響を与える規制に拡大されて

いくと考えるべきであろう。 
 さらに、EuP→ErP 指令への拡大も想定しておかなければならない。エネルギー消費機器

からエネルギー関連機器に規制対象が拡大されれば窓ガラスや断熱材その他の材料系メー

カーにも影響は及ぶ。ErP に対象が拡大された場合、EPBD（Energy Performance of 
Building Directive：建物のエネルギー性能にかかわる指令→通称ビルディング指令）との

関連性も気になる部分であり、今後も注意が必要である。 
 
 
2）REACH 規則に関して 

 
 REACH については本登録が始まってある程度時間も経過し、現在はすでに扱い量別に設

けられた本登録締め切り期限に向けた登録者同士の調整活動に関心がシフトしているため、 
ある程度落ち着いた状況にあるが、問題になるのは 2012 年に予定されている REACH 規則

の見直しがどうなるか、である。 
 この見直し作業は 2010 年には始まる予定であり、今のところ見直しの方向について見通

しは立てづらいが、REACH におけるナノマテリアルの扱いがどうなるかなど、日本企業に

とって影響が大きい部分が盛り込まれる可能性もあることから、注意が必要である。 
 
 
3）REACH・EuP に続く EU 規制に関して 

 
 も懸念されるのは RoHS であろう。RoHS は EU による化学物質関連規制の中でも も

早かったこともあり、日本の電機業界は対応に苦しんだ反面、現在は「RoHS はもう対応ず

み」という意識もあろう。 
 だが、RoHS については規制対象物質の拡大、さらに規制対象製品の拡大がすでに検討さ

れており、「拡大版 RoHS」はすでに議会に対しても提案されている。対象物質・対象製品

の新たな範囲次第では、「拡大版 RoHS」が日本企業に激震をもたらす可能性もある。 
 
 今回新たに対象になるのは医療機器、制御機器などであり、医療機器についてはすでに以

前から、いずれは対象に含まれる可能性があったことから業界でもある程度準備しているか

もしれないが、それ以外の新たに規制対象製品に関しては準備が遅れている可能性も大きい。

対象物質の拡大についてもすでに難燃剤、可塑剤などの名前がいくつか挙げられている。 
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 禁止対象物質が現行の 6 物質から拡大されれば、新たに対象製品となる業界・企業はもち

ろん、「RoHS は対応ずみ」と思っている電機などのメーカーも新たな対応策が迫られるこ

とになる。日本企業も早めの情報収集が求められよう。 
  
 
4）日本企業にとっての留意点 
 
 REACH や EuP、あるいは RoHS 等々の製品規制に日本企業が懸念を持ち、対応するた

めに現地法人に情報収集させたり、欧州内のコンサルタントに依頼するといった方法は間違

ってはいないが、現地サイドの目から見ると若干懸念される部分も残る。 
 欧州のコンサルタントに“丸投げ”して安心しているようなケースは懸念の残る例の一つ

であろう。全体的に日本企業は欧州のコンサルタントに対する期待が大きすぎるという傾向

があり、EuP についても「コンサルタントに任せてあるから安心」と考えかねない。 
  
 しかし欧州コンサルタントが全てハイレベルなわけではなく、中には十分な知識を持って

いない企業も混じっている。コンサルタントの対応が悪くて自社のビジネスに悪影響が出た

ときに「コンサルタントが悪い」では済まされない。 
 もし自社の欧州輸出製品が EuP 指令の対象になっているのであれば、「丸投げ」ではなく

自分たちでしっかりと情報収集し、対応を検討することが求められるし、そのためには欧州

にそれなりのリソースを割く必要があろう。 
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２―８．日系機械メーカーB 社 欧州法人 
 
1）EuP 指令に対する対応の現状 
 
 EuP 指令では現在すでに 20 を越える製品・機能が対象（ロット）として決定し、実施措

置の検討や公表に至っているが、その進捗度についてはそれぞれのロットでかなり差がある。 
 その中で、空調機器メーカーである当社製品に影響があると考えられる EuP のロットと

しては以下の 5 つが挙げられる。 
 ロット 1（ボイラ、混合ボイラ-電気・ガス・石油-）、 
 ロット 10（出力 12kW 以下の住宅用空調機器）、 
 ロット 6（待機電力、オフモードでの電力ロス）、 
 ロット 11（150kW 以下の電気モーター、ポンプ、室内空気循環装置）、 
 ロット 12（商用冷蔵庫、冷凍庫、冷却装置等） 
 
 この中でも特にロット 1 やロット 10、あるいはロット 12 などは当社の製品が直接対象と

なるだけに、規制によるインパクトも大きい。 
 このように、EuP 指令は当社のビジネスに与える影響が大きいため、当社としては 2005
年の指令発令時から高い関心を持ち、規制内容の検討状況をウォッチすると同時に、欧州の

空調機器メーカーが参画する団体（JBCE、EPEE 等）を通じて産業界としての声を発信し、

規制内容に反映されるような努力を続けてきた。 
  
 
2）EuP 指令対応上の問題点・課題 
 
 業界側からの要望事項や技術的問題点の指摘などは EuP 検討側にも情報としては伝わっ

ているが、これが実際に指令内容に正確に反映されるかとなると、実際には技術的な問題で

ありながら 後は政治的判断に委ねざるを得ない部分も多く、それを決める政治家の多くは

技術的な知識が乏しいことが少なくない。従って、メーカーサイドの現実にそぐわない内容

になる可能性があることも事実である。 
 特に空調機器は一般的な消費電力、エネルギー効率というだけではなく、季節による効率

変化という要素もからんでくるため、メーカー側の対応もさらに難しいものになる。 
 
 ただ、EuP 指令のような環境・エネルギー関連法規はメーカーにとって対応の難しい省エ

ネ規制である一方で、企業にとって環境取組みの姿勢や技術をマーケットにアピールする機

会でもある。 
 当社で作成している様々なニュースレターの中にも環境への取組みに関するものはかな
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りあり、EuP 指令に対応したものとしてはシーズナル・インバータを市場に投入した際のプ

レスリリースがその例として挙げられる。 
 このプレスリリースにおいては、空調機器の省エネ性能を計測・計算する上で、従来の名

目上の効率計算とは実際の使用条件との間に差があったこと、EuP 指令においては季節変動

を考慮した新しいエネルギー消費性能の測定・計算方法が取り入れられたことなどを踏まえ

た上で、当社のインバータがこの新しい測定基準に基づいて 適化されたものであることを

アピールしている。これらの例は、欧州の環境規制をマーケティングに応用した例の一つと

いえる。 
 
  
3）EuP 指令のプロセスと今後の見通しに関して 
 
 EuP 指令においては、欧州委員会による 初のワーク・プランから始まり、メーカーや有

識者との予備調査・コンサルテーションを経た上で、欧州議会で審議にかけられ、公布され

た後に実施措置の検討に入る、というように、その検討プロセスは非常に複雑である。また、

予備調査だけでも 1 年半から 2 年程度はかかるし、実施措置の検討にも同様に 1～2 年の期

間を要するなど、個々の検討プロセスに要する時間も長い。 
 このように複雑な決定プロセスを持つ EuP 指令であるが、産業界側から声を発して内容

を変えてもらうチャンスはほぼ 2 回に絞られる。その 1 回はワーク・プランから予備調査に

移行する段階であり、もう 1 回は予備調査後にコンサルテーションとしてパブリックコメン

トを集める機会である。このコンサルテーションが産業界の意向を EuP に反映させる上で

は言わば 後のチャンスであり、これ以降はロット別の行政上の手続きという側面が強くな

る。 
 
 EuP が ErP として、窓ガラスや建材などにまで対象製品を広げる方向で改訂されること

はすでに 10 月末には EU 官報においても正式に発表されており、その方向性はすでに可能

性ではなく決定事項となった。ただ、ErP 指令として対象を拡大した製品に関して具体的な

規制が明確になり始めるのがいつ頃になるかとなると、その正確な時期の予測は難しい。 
 ErP 指令の検討においても EuP と同様の決定プロセスが踏まれるという前提に立てば、

予備調査や実施措置検討などで少なくとも 1 年・2 年という単位の時間を要すると考えられ

るため、個々の具体的な製品に具体的な省エネ水準が数値として定められるまでにはまだか

なりの時間がかかると考えなければなるまい。 
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4）欧州環境規制対応体制に関して 
 
 ベルギーに置かれた本社（欧州域の統括拠点）には環境対応セクションが置かれ、5 人の

選任スタッフがそれぞれ REACH、EuP、再生可能エネルギーといったそれぞれの担当分野

に分かれて業務にあたっている。 
 もちろん、EuP に関してのロットごとの細かい対応や検討は環境セクションの担当者だけ

でカバーできるものではなく、技術スタッフやセールススタッフなども加わってそれぞれの

ロットごとにチームを作って対応を検討しながら、その情報を環境対応セクションに集約し

ている。 
 
 EuP などの環境関連規制に関しては日本本社との情報共有はもちろん密に行っているが、

それ以外に日本冷凍空調工業会などの業界団体との情報交換、さらに日系企業の欧州拠点と

の情報交換なども必要に応じておこなっている。空調機器メーカーにとってロット 1 やロッ

ト 10 は非常に大きな影響があるだけに、先に述べた欧州業界団体を通じた EU 委員会等へ

の働きかけももちろんであるが、同業他社や日本の業界団体等との横の繋がりを通じた“環

境に優しい空調機”をめざした情報交換は今後ますます重要になっていく。 
 
 
5）今後の EuP 対応に関して 
 
 日本の厳しい規制であるトップランナー方式に合わせてきた日本のメーカーであれば、

EU においても省エネ技術レベルに関しては同様にトップレベルにあると考えてよく、EuP
指令が技術的に対応困難なものであるとは考えづらい。しかし、実際には先に触れたように

EuP 指令には政治的な判断などの不確定要素が混じる可能性も多く、それが省エネレベルの

測定や計算・テスト条件といった技術的な要素にも影響を与えるだけに、メーカーにとって

は対応の難しさが増す。 
 EU に製品を輸出している日本メーカーとしても、欧州の情報収集を進めながら、早い時

点で自社製品への影響や、設計変更の可能性等について検討を重ねておくことが求められる

ことになる。 
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第Ⅳ章．我が国機械産業としての欧州環境規制への対応 

 

１．欧州環境規制全般のトレンドと見通し 

 
 本年度の調査においては、昨年まで調査の中心に据えていた REACH 規則などの化学物質

関連規制に加え、省エネルギー規制である EuP 指令や排出権取引制度の状況など、エネル

ギー関連規制についても情報収集を行った。 
 機械産業として、こういった規制にどう取り組むかといった考察は次項以下に詳述するが、

全体的な傾向として指摘しておかなければならないことはＥＵ環境規制が規制対象として

いる概念、あるいは規制の範囲などが拡大しているという流れである。 
 
 元々、EU の環境関連法規制は日本などと同じように環境汚染物質の放出を抑制するとい

う、いわゆる「エンド・オブ・パイプ」型の規制であり、これを公害防止型の規制と言い換

えることもできる。 
 
 EU 環境規制の概念拡大整理図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：各種資料、ヒアリング結果等を元に東レ経営研究所作成。上図の ISO26000 については欧 

   州現地動向調査における VDMA ブリュッセルセンターのヒアリングに既出（P76 参照） 

 
 
 公害防止型環境規制であれば規制の範囲は EU 内にある汚染物質排出事業者であり、EU
への輸出企業はもちろん、汚染物質を排出しない製造時業者が規制対象になるということも

あり得なかった。 
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 その後、EU に流通する製品に対する新たな規制や標準などが増えるにつれ、EU に製品

を輸出する海外企業にも影響が出るというケースも増え始めたが、欧州の環境規制が日本企

業にも影響を与える規制として問題になり始めたのは、家電製品を対象とした RoHS・
WEEE指令、さらに自動車を対象としたELV指令が 2003年に施行された頃からであった。 
 特に RoHS 指令は市場に出る前の製品に使用する物質を規制するというものであったこ

とから、従来の公害防止型タイプの環境規制とは全く性格が異なっていた。この RoHS 指令

から、欧州の環境規制の対象が EU 内の企業という範囲を大きく超え、EU に輸出する海外

の企業、さらにそのサプライチェーンまでも巻き込む規制に拡大したといえる。 
 
 RoHS 以降の、REACH や EuP といった各種の規環境規制も同じように EU で流通させ

るためには EU のみならず世界中の対 EU 輸出企業に遵守を求める性格の環境規制であり、

こういった規制が次々と打ち出されたことで世界の産業界に与える影響は大きくなってい

る。EU-ETS が打ち出しているように「EU に発着する海外航空会社」まで制度に組み込む

という方針も、EU 環境規制の“拡大志向”の強さを表しているといえよう。 
 こういった拡大志向は規制対象領域にも表れている。RoHS から REACH への流れは「特

定製品に含まれる特定化学物質に対する規制」から「すべての化学物質に対する規制」への

流れと言い換えることができ、さらに EuP 指令でのエネルギー消費製品、ErP 指令になっ

たことでエネルギーを消費しない製品も規制対象になったほか、節水という概念までもが規

制に含まれてくるというように、規制の範囲・対象は急速に拡大している。 
 
 「影響範囲が拡大する EU 環境規制」という流れは今後も続くと考えられ、たとえば現在

検討されている ISO26000 では企業経営そのものが標準化され、実質的な規制として機能す

る可能性もある。ISO26000 などは EU 規制の拡大志向とともに「抽象化」傾向をも表して

いるともいえるが、いずれにしても日本企業にとっては慣れないタイプの規制であり、標準

であることは間違いない。我が国企業は、EU の環境規制あるいは環境関連制度が今後も変

化・拡大していくという前提で、継続的に対応し続けることが求められるといえよう。 
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２．化学物質規制への対応に関する考察 
 
２―１．REACH 規則に関して 
 
1）既定スケジュールへの対応 

 
 ①物質登録スケジュールの進行 

 REACH 規則に関してはすでに 1,000t/年超物質の本登録期限が 2010 年 11 月末に迫って

おり、特に材料系メーカーの間ではこのハードルをクリアすることに当面注力するという姿

勢が強くなっている。 
 ただ、機械メーカー＝成形品メーカーと考えた場合、1,000t/年を超えるような基幹的な物

質、バルクケミカルの製造者・輸入者として本登録に関与しなければならないというケース

は少ない。こういった大量生産物質に関しては、REACH 登録を嫌った企業が製造や輸入を

ストップしてしまうという可能性もほとんどないため、物質ユーザーという立場にある機械

メーカーの「調達途絶リスク」もこの段階では低いといえる。 
  
 今後、本登録が 100～1,000t/年（2013 年 5 月末）、1～100 t/年（2018 年 5 月末）と、段

階的に少量物質にシフトしていくにつれ、登録対象も特殊用途品が増えてくると考えられ、

この段階になると特定ユーザーのためだけに製造しているカスタマイズ品なども登録対象

になり得る。材料メーカー側も REACH 登録の手間やコストと自社の利益とを比較し、収益

のプラスにならないという理由で製造・輸入を取りやめるというケースも発生することが予

想される。 
 従って、欧州内にあって流通量の極めて少ない化学物質を含んだ材料を使用しているよう

なメーカー、あるいは自社専用にカスタマイズした特殊な材料を特定メーカーに作らせてい

るメーカーなどは調達の継続に関する準備を早めに整えておくことが望まれる。 
  
 ②用途登録に関して 

 物質や調剤のユーザーにとっては、調達した物質の用途が、その物質の本登録におけるば

く露シナリオに含まれているかも REACH においては重要な問題となる。 
 REACH では、用途情報に関しては REACH 専用の登録アプリケーションであるユークリ

ッド(IUCLID)の中の用途記述子システム（use descriptor system）を用いて登録すること

になる。 
 この用途記述子システムは大きくいくつかの階層（カテゴリー）に分けられており、その

構成は「産業分類カテゴリー（Sector of Use = SU）」、「製品カテゴリー（Product Category 
= PC）」、「肯定カテゴリー（Process Category = PROC）」、「成形品カテゴリー（Article 
Category）」、さらに｢環境放出カテゴリー（Environmental Release Category＝ERC）｣な
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どがある。 
 この下にさらに細かい分類がなされており、たとえば製品カテゴリーの場合では 40 に分

けられた分類の中からに自社製品に当てはまるものを選択するか、あるいは「その他」を選

んでテキスト入力するという形になる。ユーザー側からばく露シナリオ作成に際して考慮し

てもらいたい用途があれば、この用途記述子システムで指定することになり、また、物質・

調剤メーカー側から「利用を勧められない用途」などを指定する場合もここから行う。 
 
 従って、この記述子の指定でばく露シナリオの評価に含める用途範囲も変わってくること

になるが、物質メーカーはユーザーが指定した全ての用途を含めてばく露評価を行う義務が

ないため、ある物質を特殊な用途に使っているようなケースが問題になる。 
 たとえば欧州内に製造拠点を持つ日本の成形品メーカーが欧州で調達しているある物質

を特殊な用途に使っているといったような場合、物質メーカーがその用途が本登録のばく露

評価対象に含めていなければ、「その物質は流通していても、その用途では使えなくなる」

ということが起こり得ることになる。 
 こういった問題は 2010 年 11 月末に登録期限を迎える 1,000t/年超物質でも発生している

とされており、本登録が基幹的・汎用的な物質から、より少量の物質を対象にするようにな

った時にもさらに問題になる可能性がある。 
  
 
2）規制見直しへの対応 

 
 欧州の現地動向調査でも指摘されているが、欧州などではすでに 2012 年に予定されてい

る REACH 規則の見直し、そして、その見直し作業が 2010 年にも始まるという点に関心が

集まっている。現在の段階ではまだ見直し内容がどのようなものになるかは推測が難しいが、

見直し内容と機械産業への影響という点から考えると、特に注意を要するのは以下の 2 点で

ある。 
 
 ①SVHC 含有基準の見直し可能性 

 REACH の見直し問題で機械メーカーにとって も懸念されるのは、成形品の SVHC 含

有の閾値である 0.1wt%の“分母問題”が再燃する可能性である。 
 現在、成形品に含まれる SVHC の届出義務に関しては、その含有割合が 0.1wt%で、かつ

総量が 1t を超えるものに限るということが定められており、0.1wt%という含有比率の分母

としては「成形品全体の重量」をあてはめるとされている。従って、たとえば重量 3t の大

型機械であれば分母もそのまま 3t、その 0.1wt%は 3kg となる。 
 このように大量の SVHC をひとつの大型機械で使用するケースは現実にはほとんどない

ことから、重量の大きな装置・機械を製造するメーカーにとって SVHC 届出義務に抵触す
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る可能性自体も極めて低くなっていた。 
 
 だが、この規定は REACH のスタート時から加盟国内でも反対の多かったポイントであり、

重量比の分母は成形品全体ではなく RoHS 指令などと同様に「均質材料」、すなわち、「機械

的に異なる材料に分けられない材料」を分母とすべきであるという意見は根強かった。この

部分を記した REACH 規則の条文にはオーストリア、ベルギー、デンマーク、フランス、ド

イツ、スウェーデンの 6 カ国がこの「分母＝成形品全体」とする規定には同意していないこ

とが敢えて脚注に明記されていることは昨年度報告書でも指摘した。 
  
 ECHA は2009年の7月に「成形品に含まれる物質に関する要求事項のガイダンス文書」、 
いわゆる RIP3.8 のパブリック・コンサルテーション用ドラフトを発表しているが、このド

ラフトでは成形品中の SVHC の分母を規定した部分は検討・修正対象とされており、あら

ためてコンサルテーション用の文書が発表されることが示唆されている。 
 これは、成形品含有 SVHC の分母問題が依然として議論の対象になっていることを示し

ており、その成り行き次第では分母がより小さな均質材料に変更されるという可能性がある

ことは否定できない。 
 
 もし分母が均質材料になったとすると、機械メーカーが受ける影響は極めて大きい。分母

が装置全体重量から、たとえば装置の計器パネルを覆うガラス板 1 枚の重量になれば、その

分「重量比 0.1％」という閾値を超えるリスクは高くなるのは当然であるし、0.1wt%含有の

有無を確認すべき対象部品数が劇的に増える。 
 一つの機械をすべて均質材料にまで分けて、個々のパーツに関して何十という対象物質の

含有をチェックすることが可能であったとしても、それに要する労力とコストは大変な負担

になることは間違いないが、さらに問題なのは、0.1wt%含有の有無を確認すべき SVHC 物

質の数自体が毎年のように新しく増えていくということである。 
 昨年度の欧州現地調査で VDMA 担当者は「RoHS で均質材料を分母にすることが可能だ

ったのは対象物質が 6 つだけだからであり、SVHC 物質の数が多い REACH に同じ考え方

をあてはめるのは非現実的」と評していたが、今のところはこの“非現実的”な改訂がなさ

れる可能性を完全には否定できない状況にあるといえ、2012 年の改訂に向けて特に分母問

題については十分に注意を払っておく必要がある。 
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２―２．RoHS 指令に関して 

 
 RoHS 指令に関しては、これまでは適用除外項目の変更など、細部の変更が散発的に続い

ていたが、ここにきてかなり大きな改訂が検討されている。 
 規制対象となる製品群にこれまで除外されていた「医療機器」と「監視・制御機器」が加

わることも、それぞれの業界に大きな影響を与える改訂であるが、規制対象物質が増える可

能性が高いということはさらに広い影響が想定される。 
 規制対象物質の追加候補については当初発表されたフタル酸系可塑剤など 4 物質に加え、

欧州議会サイドから修正草案として上記4物質と一部重複した7候補物質が公表されるなど、

事態は複雑化している。しかし、いずれにしても近い将来に RoHS 指令の規制対象物質・対

象製品が増えるという可能性は織り込んでおくべきであるといえよう。 
 
 特に問題視されているのが欧州議会草案 7 候補物質にポリ塩化ビニル（PVC）が含まれて

いることである。PVC は電気製品では電線被覆材料などに広く用いられている材料である

ため、PVC あるいはその可塑剤として使われるフタル酸系の物質が規制対象物質に組み込

まれた場合の影響は大きい。 
 PVC やフタル酸系の物質については日本や米国などでも一部の用途（食品作業用手袋、

血液バック、おしゃぶり等々）で使用禁止を含む規制例があるが、電気製品という幅広い製

品群を対象に PVC の使用が規制されれば、その影響はこれまでの限定用途での使用規制に

比べてはるかに大きくなるのは避けられない。 
 RoHS の改訂については今後の動きを注視する必要があるが、EU 当局がこれまで世界に

先行して先鋭的な環境規制を打ち出してきたという前例から考えると、PVC を EU からな

くしてしまおうとすることも十分考えられるだけに、特に電機業界では PVC に代わる代替

素材の可能性検討などの準備をしておくことが必要であると考えられる。 
 
 
２―３．CLP 規則に関して 

 
 CLP 規則はその名が示す通り「化学物質および混合物の分類・表示・包装に関する規則」

であることから、機械メーカー＝成形品メーカーと考えれば、規制によってうける影響も材

料メーカーに比べれば相対的には少ないと考えられる。 
 しかし、第１章でも触れたように、欧州内に事業所を持つ日系機械メーカーなどが材料を

輸入しようとすれば今後は CLP 規則に基づいた分類・表示を行わないと材料調達が出来な

いということになるため、十分な注意が必要である。もちろん、国内の機械メーカーが欧州

に「物質・混合物」を輸出する局面においても同様のことが求められる。 
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 CLP 規則で特に留意が必要なのは、REACH 規則において EU 域外企業の“欧州エージ

ェント”的役割を果たした唯一の代理人（OR）が、CLP 規則に対しては何の責任も負って

いないということである。従って、ある企業がREACH対応をORに委託していたとしても、

そのまま CLP に関しても「OR 任せ」ではいられないことになる。 
 また、CLP 規則においては物質については 2010 年 12 月 1 日、混合物については 2015
年 6 月 1 日までに移行するという移行期間が置かれているが、この移行期限については

REACH 規則のような t 数帯による段階措置が設けられていないため、1,000t/年超物質であ

れ、10t/年物質であれ、同じように 2010年 11月中に移行を済ませておかなければならない。 
 
 CLP 規則の移行期間スケジュール（第Ⅰ章掲載図の再掲） 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 REACH における 1,000t/年超物質の登録期限と CLP 規則における物質の分類・表示移行

期限が重なっているため、材料系メーカーなどにとってその対応は厳しいものになっている

が、前述のように欧州内で操業して材料を輸入している成形品メーカー、あるいは欧州と材

料取引のある国内成形品メーカーなどにとって CLP 規則への対応失敗はそのまま材料調達

の失敗につながりかねないだけに、注意を払う必要がある。 
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３．エネルギー関連規制・制度への対応に関する考察 

 

３―１．EuP 指令に関して 

 
 EuP 指令に関しては規制が要求する省エネレベルへの対応そのものも重要であるが、これ

は技術・設計面での対応ということになり、日本企業の技術レベルで対応が困難という可能

性はさほど高くないと考えられる。 
 EuP 指令で問題になるのはむしろ、自社製品に関係するロットの規制内容の早期把握と、

それが自社にどの程度の影響を与えるかの評価であり、さらに言えば、自社の事業に重大な

影響があると判断された場合の EU に対する意見発信である。VA（ボランタリー・アグリ

ーメント）のように業界自主規制を作成する場合でも、その自主規制内容が自社の製品仕様

と合致しているかどうか、していない場合は同じように自社意見を内容に反映させる努力が

求められる。 
 
 こういった情報収集・意見発信のルートは一つには限定されておらず、本調査のヒアリン

グでも「欧州現地法人」「国内業界団体」「EU 内の同種の業界団体（欧州現地法人の加盟団

体）」「JBCE（在欧日系ビジネス協議会）」などのルートが指摘されており、複数のパイプを

確保しているという企業もある。 
 EuP 指令が ErP 指令へと拡大し、対象製品群が今後ますます増えるにつれ、日本企業か

ら規制内容検討当局に働きかけが必要な局面も増えることは避けられない。しかも EuP 指

令の場合は個々のロットによって要求レベルも測定・算出方法も異なるため、REACH の時

のように EU 域外企業、日本企業としての「一致した利害」で共同戦線を張るという方法も

とりづらくなる。 
 自社に関連した製品（ロット）については、日本・EU 間の情報収集と意見発信ルートを

早めに検討・確保しておくことが EuP 指令においては特に重要であろう。 
 
 
３―２．その他のエネルギー関連制度等に関して 

 
 CO2 排出に関しては EU-ETS の制度変更など今後の動向よりもむしろ海外の制度整備動

向をうけて日本政府の方針がどうなるかが我が国産業界にとっては問題であり、中でも排出

規制の基本的な考え方が EU-ETS と同じような排出総量規制、キャップ・アンド・トレー

ド型になるかどうかが大きなポイントになる。 
 2010 年 3 月に閣議決定した我が国の「地球温暖化対策基本法」においては、排出総量を

規制する EU-ETS と同じ方式と、生産量にあわせた排出量を規定する「原単位方式」とが

併記されており、現段階では実際の制度がどのようになるかは予測が難しい。 
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 ただ、温暖化ガスの排出権取引制度もグローバル化の流れから無縁であることは難しい。

仮に日本が原単位方式の制度を導入したとしても、EU と米国が総量規制方式の共通制度を

制定したとすれば日本だけ孤立した状態でいることは難しいし、取引市場そのものの規模・

機能も大きく制約することになる。 
 そういった意味では EU が総量規制方式を貫いていることの影響は大きいと言わざるを

得ず、今後は EU と米国の排出権取引制度の整合化の状況、それを受けた我が国の制度設計

がどうなるかといったことがポイントになる。 
 
 排出権取引と並んで、今後の注意を要するのがカーボンフットプリントなど、個々の製品

ごとの環境負荷を表示するような制度が法制化される可能性、さらに EU 全域での炭素税導

入の可能性などである。これらについては EU でも部分的・実験的取り組みが始まった段階

であり、EU 環境規制として法制化されるかどうかといった見通しも明確にはなっていない。 
 特に、カーボンフットプリントについては EU 内に流通する消費財に表示義務を課せば、

それはそのまま「EU に消費財を輸出している世界中の企業」にとって大きな影響を与える

ことになるが、過去の EU 環境規制の経緯を見れば、EU が世界に先駆けてこういった環境

規制を導入し、対 EU 輸出企業に対しても遵守を求めてくる可能性があることは否定できな

い。 
 しかも、カーボンフットプリントが求めるのが「製品個々の環境負荷量」であるとすれば、

その数字は 終製品メーカーだけで評価できるものではないため、部品や材料のサプライヤ

ーに負荷量を確認し、そのサプライヤーはさらに川上の原料メーカーに負荷量を確認すると

いったように、REACH の時と同じようなサプライチェーンすべてを巻き込んだ対応が必要

になることも考えられる。 
 
 現段階ではカーボンフットプリントやEU全域の炭素税といった規制はEU内でも検討初

期の段階にあるとみられ、その内容や将来スケジュールも不明であることから、対応の緊急

性はまだ高くないが、将来的な「EU 環境規制リスク」をにらんだ情報収集は必要であると

いえよう。 
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４．機械産業としての留意事項と今後の取り組み 

 
４―１．EU 環境規制の変容性への対応 

 
 本章でこれまでに指摘しただけでも REACH 規則の見直し可能性、RoHS 指令の対象製品

群や対象物質の拡大、さらに EuP 指令の対象製品増加といったように、EU の主要な環境

規制の多くは今後数年という範囲に限っても、その内容がかなり変わることが見込まれる。 
 
 こういった変容性あるいは柔軟性とでもいうべき性格は、本章の 初で指摘した“拡大志

向”とも重なる EU 環境規制の重要な特徴の一つといえる。こういった性格をもたらしてい

る大きな要因は、REACH にその典型をみるように規制そのものが 初から「走りながら考

える」という前提で作られているということが挙げられるが、これを別の角度から見れば、

欧州が常に実験的ともいえるような、「それまでに前例のない環境規制」を打ち出し続けて

いることの証左とみなすこともできる。さらに別の言い方をすれば、欧州の環境規制に関し

ては“完成形”はないともいえ、EU 環境規制は継続的に変化し続けるものであるという認

識が求められる。 
 
 REACH の SVHC 増加や規制内容見直し、RoHS の規制対象物質拡大、EuP 指令のロッ

トの増加といったように、すでに存在している環境規制の内容が今後も継続的に変わり続け

るのが避けられないとすれば、我が国企業としてはその変容に追随し、対応し続けなければ

ならない。そこで重要になるのは企業としていかに情報収集・情報交換の体制を構築するか

という点になり、ポイントとして下記の諸点が指摘できよう。 
 
 ①企業としての継続的な規制関連情報収集 
 まず必要になるのが、変化する EU 環境規制に追随するための情報収集である。規制内容

そのものの変更情報が重要なのはもちろんであるが、それ以外の細かい部分、たとえば

REACH や EuP などで規制対象物質や対象製品が新たに増えるといった情報も企業にとっ

ては影響の大きい部分であり、こういった情報を継続的にウォッチすることが求められる。 
 
 既存の規制の改訂や追加情報などと並んで大きな意味を持つのが、新しい規制検討の動き

に関する情報収集である。たとえば、前項でも触れたカーボンフットプリントなどが法制化

された場合、特に消費財メーカーなどにとっては非常に大きな影響が避けられないが、EU
内ではすでに EU 全域での導入検討が始まっている。 
 EU は常に世界に先行して先鋭的な環境規制を打ち出しているということを認識した上で、

現在の法規制の改訂情報と並んで、今後の新しい環境規制の“芽”についての情報収集を行

うことも重要であろう。 
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 欧州内に自社の支店や工場などを有している場合、それを一つの現地情報収集拠点と考え

ることができるが、自社内だけで情報収集には限界もある。 
 本報告書第Ⅲ章のヒアリングでも指摘されているように、現地の同業他社や同業日系企業、

あるいは欧州拠点が加盟している現地の関連業界団体、さらに日本国内の関連業界団体など、

利害が共通する企業や団体相互のヨコのつながりを積極的に活用することも有効な方法の

一つであると考えられる。 
 
 ②企業内での情報共有化 

 RoHS や EuP など、製品の仕様そのものの根ざした部分に関わる規制になると、単に企

業内の環境管理セクションだけで対応できる範囲を超えてくることから、製品開発や設計、

製造、流通等、企業内の他セクションと規制情報を共有しながら対応に取り組むことが不可

欠になる。 
 規制内容についての情報を設計や製造現場に流し、それに沿った対応をマネジメントする

という対応だけでもセクション間の連携は不可欠であるが、EU サイドに対し、自社の製品

仕様が不利にならないような働きかけを行うような局面においては、その連携はさらに重要

になる。こういった場合、規制に反映させたい技術的なポイントを設計・製造サイドから環

境管理部門に流して EU に投げかける必要があり、また、その際には社内の法務部門などと

の連携も念頭におく必要がある。 
 
 近年は自社製品の含有物質をチェックできるようなシステムづくりに注力する企業も増

えており、第Ⅱ章に掲載した小松製作所の事例などは成形品メーカーにおける含有物質情報

共有化システムのあり方を示す一例といえる。 
 EU 環境規制への対応はすでに「担当セクション」レベルを超え、全社的な取り組みを必

要とするものになっており、そのベースとなる社内情報共有化もまた重要になるのは間違い

ない。 
  
 ③サプライチェーンでの情報交換体制 

 RoHS や REACH など、含有物質についての情報を川上にさかのぼる必要のある規制にお

いて、サプライチェーン間の情報交換体制の整備は極めて重要な問題という認識は我が国企

業の間でも浸透してきたが、その重要度は現在も変わっていない。 
 
 川上・川中・川下企業の間の物質情報交換システムとして自動車業界などで使われる

JAMA データシート、さらに JAMP（Japan Article Management Promotion-consortium：

日本アーティクルマネジメント推進協議会）が提供している MSDS plus（Material Safety 
Data Sheet=MSDS に加えて海外の化学物質規制に法令対応させたもの）や AIS（Article 
Information Sheet）などの情報フォーマットが普及しつつある。さらに、2009 年からは欧
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州内の環境コンサルなど、唯一の代理人（Only Representative：OR）サービスを使ってい

る EU 域外企業の双方向的情報交換ツール確立を目的とした OR2IS（オーリス）などの新し

い情報交換システム構築の取り組みも始まっている。 
 
 しかし、こういった情報交換フォーマットが普及しつつあるものの、たとえば REACH で

SVHC 物質が増えれば、今後もそのたびにサプライチェーン内を「含有確認問い合わせ」が

飛び交う状況が生まれかねないといったように、現実にはまだサプライチェーン内の物質情

報交換体制は実質的に整備の途上にある。 
 化学物質の危険性をハザードではなくリスクで捉えるという REACH の基本的な思想は

我が国はじめ世界的に共通化しつつあり、そういった意味ではサプライチェーン間で物質情

報をいかにスムーズに、しかも正確にやりとりするかは REACH だけのためではなくなりつ

つあるともいえる。 
 
 機械メーカーの中にはサプライチェーンの も川下に位置し、 終的な製品に対する責任

を負う立場、消費者からの問い合わせに回答しなければならない立場の企業も多いだけに、

サプライチェーン間の物質情報交換体制の整備に関しては今後も引き続き取り組むことが

重要となる。 
 
 
４―２．EU 環境規制の波及動向の把握 

 
 近年のEU環境規制や制度にはEU以外の国にも強い影響が及ぶことを 初から計算した

制度設計が見てとれ、そこには環境政策において世界をリードしたいという EU の政策が見

てとれる。 
 RoHS 指令などは今や完全に世界的なデファクト・スタンダードになっており、RoHS 指

令と同じ 6 物質を規制対象とした家電製品の含有物質規制は日本その他多くの国で法制化

されている。REACH 規則にみられる化学物質リスク管理型規制整備も各国で進められてい

るが、こういったトレンドの形成にも REACH の影響が大きかったことは確かであろう。 
 
 化学物質規制だけではなく、今後は EuP 指令のように製品消費エネルギーに関する規制

が EU から他国へと波及する可能性も否定できない。EU から波及した環境規制トレンドが

我が国機械産業にとって重要なマーケットである米国、あるいは中国をはじめとしたアジア

諸国などに波及していく動向も十分ケアしておくことが必要であろう。 
 さらに、EU-ETS が海外の航空会社も制度スキームに組み込もうとしているように、EU
環境規制が EU 以外の特定産業に波及するケースも考えなければならない。 
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 RoHS や EuP において「EU に製品を輸出する海外企業」、EU-ETS においては「EU に

乗り入れている海外航空会社」が規制対象となった以上、将来の可能性として、たとえば「EU
内の港に寄港する外国籍船舶」が EU に環境規制の対象にならないという保証はないといっ

ていい。 
 今後、EU 環境規制の影響が製造業にとどまらず、運輸や情報通信といったサービス系業

界などに広がっていく可能性は十分にあるが、これらの業界が機械産業にとっての重要なユ

ーザー業界であることは間違ない。他業界に向けた規制であったとしても、それが機械産業

に影響が及ぼす可能性が大きいことを認識しておく必要がある。 
 

 

４―３．EU 環境制度のリスクとチャンス 

 

 世界同時不況後の EU では経済浮揚のために新産業創出・雇用増加に直結する施策ニーズ

が高まっており、各国政府は次々と環境関連インフラ整備から特定製品の購入助成、技術開

発支援等々に公的財源を注入している。そして、こういった雇用増加・新産業創出の牽引役

として各国で期待されているのが共通して環境・エネルギー分野であり、こういった政策ト

レンドが我が国企業にもビジネスチャンスを与えていることは第Ⅰ章でも触れたとおりで

ある。 
 EU は温暖化ガス排出削減に向けて「3 つの 20」という目標を打ち出しているが、こうい

った目標をクリアするためには、エネルギー消費抑制を強める一方、新エネルギー・省エネ

ルギー産業の振興と技術の普及も同時に進めなければならない。そのため、EuP 指令のよう

な“制限型”規制と並行して EU 各国はさまざまな“市場創出型”環境施策を打ち出してい

る。 
 
 厳しい環境規制や基準などが制定された場合、その規制をクリアするための新しい装置や

技術など、機械メーカーに新しいビジネスチャンスをもたらすことも多く、ある意味では環

境規制の厳格化は環境技術や市場を拡大させるための原動力の一つになっていたという面

がある。 
 だが、REACH や EuP など、近年の EU 型環境規制は、製造業を中心とした産業界に負

担とリスクをもたらす一方で、ビジネスチャンスを提供するという側面はほとんどなく、こ

れら規制によって生まれたビジネスチャンスを享受できるのはコンサルティングなどの狭

い業界に限られていた。 
 
 リーマン・ショック後に EU が環境・エネルギー関連市場を創出させるための施策を相次

いで打ち出しているという状況は広い意味で捉えれば EU 環境規制・制度が産業界に対して

「リスクとチャンス」の両方を与えるものになったといえる。 
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 これまで、我が国企業の間に RoHS や REACH、EuP などの環境規制は、一方的に対応

負担を強いられるものという認識が少なからずあったことは否定できない。しかし、ここに

きて EU 環境政策が自らの経済成長の原動力として環境・エネルギー産業の発展に強い期待

を持っており、その期待に応えることは我が国の機械産業にとっても大きなビジネスチャン

スになり得る。  
 
 これまで繰り返し述べてきたように、REACH や EuP 等の規制、さらに前述のカーボン

フットプリントなどのように今後法制化される可能性のある規制に関する情報収集や対応

が重要なのはもちろんである。ただ、こういった「規制リスク」に対する対応だけではなく、

ビジネスチャンスとしての EU 環境規制という捉え方、あるいはそこに向けた自社戦略の検

討といった“攻め”の対応も今後は重要になってくるといえよう。 
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