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[概 要] 

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、機械メーカーのう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、プレシープ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。 

http://www.iges.or.jp/en/cp/pdf/activity06/07.pdf
http://www.iges.or.jp/en/cp/pdf/activity06/07.pdf


 
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。 
 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。 
 
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。 
以上 


