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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、SIEF の運用や 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。 

今年度は欧州の化学物質規制であるREACH規則対応の進捗状況やRoHS指令改正動向、

さらに ErP 指令等の省エネ・低炭素関連施策動向などについて情報収集を行い、欧州域内

はもとより我が国をはじめとした欧州域外への波及動向等も検証した上で、日本メーカー

としての対応方法を考察・検討致しました。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。 

 

 ２０１１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２２年度 EU 環境規制調査検討専門部会報告書（Ⅵ） サマリー 
 
１. 調査の目的 
 
 昨年度までの欧州環境規制動向調査結果を踏まえ、本調査は欧州の化学物質規制である

REACH 規則対応の進捗状況や RoHS 指令改正動向、さらに ErP 指令等の省エネ・低炭素

関連施策動向などについて情報収集を行い、欧州域内はもとより我が国をはじめとした欧

州域外への波及動向等も検証した上で、日本メーカーとしての対応方法を考察・検討した

ものであり、我が国機械産業の「環境競争力」強化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）欧州環境規制に関する 新動向整理 
   文献調査、Web 調査等による環境規制関連 新情報の収集・整理 
 ２）欧州環境規制の国際的波及動向整理 
   文献調査、Web 調査等により、日本・米国・中国等の環境規制動向収集・整理 
 ３）我が国企業・機関の欧州環境規制対応動向 
   国内関連機関、関連企業等に対する訪問面接ヒアリング調査 
 ４）海外現地動向調査 
   ドイツ、ベルギー、英国において現地企業・機関に訪問面接ヒアリング調査 
 ５）我が国機械産業の EU 環境規制対応に関する考察 
   １）～４）調査結果に基づき、我が国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．欧州環境規制に関する最新動向整理 

 

１）REACH 規則に関する最新動向整理 
 

 REACH 規則の本登録で次に期限を迎えるのは、2013 年 5 月末までの登録が必要な 100t
～1000t/年の中規模生産量を持つ物質になるが、中規模生産物質、小規模生産物質ほど「登

録に要する手間やコストと採算を比較して生産中止を選択する」というケースの発生確率

は高い。機械メーカーなど化学物質ユーザー業界が受ける影響は大量生産物質の本登録期

限を迎えた昨年より、むしろ今後の方が危険度は高いとみることもできる。 
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 また、成形品メーカーにとっては 2011 年から含有濃度 0.1wt%超・1ｔ/年超という規定

に抵触する成形品はについて届出の義務が発生するため、SVHC 追加が重要な意味を持つ。 
 2012 年に REACH 規則の見直しが予定されており、成形品に関する SVHC 含有濃度の

閾値 0.1wt%の分母問題は重要な焦点の一つになるとみられていることから、機械メーカー

にとっては特に注意を要するポイントといえる。 
 
２）RoHS・CLP 等の化学物質規制に関する最新動向整理 

 

 今回の改正において注目されるポイントとしては以下の 3 点が挙げられる 
 ①これまで適用除外扱いであったカテゴリー8 と 9 がそれぞれ適用対象となった 
 ②新たにカテゴリー11 が設定され、事実上すべての電機・電子製品が対象となった 
 ③RoHS 指令的適合製品への CE マーク貼付が義務付けられた 
 機械メーカーにとっては、適用除外製品の定義が明確でないことから、判断に困るよう

な事態も十分予想される。また、③で触れた CE マークのための適合宣言をどのような整合

規格で行うかといった部分もまだ明示されていない。 
 

 ナノマテリアルが今回の改正で RoHS 禁止対象物質にならなかったことは、産業界にと

っては安堵できる結果であったが、その一方でナノマテリアルは将来的に代替検討がなさ

れるべきであるということが前文の中ではっきり記されたことは、将来的な改正で再び論

議の対象になる可能性は高い。 
 

３）ErP 指令等、エネルギー関連規制・制度に関する動向整理 

 

 ErP 指令では各ロットごとに複雑な検討プロセスを踏む必要があり、規制化までの進捗

度もロットによってかなりバラつきがある。指令全体より、自社製品に関わるロットごと

の規制内容の細かい部分が影響してくるだけに、ErP 指令全体に目を配るというよりは自

社関連分野に集中して継続的にウォッチしていくことが求められる。 
 
 EU-ETS では第 3 フェーズの内容がどうなるかに関心が集まっており、特にオークショ

ン制の拡大や CCS（CO2 回収・貯留）の制度組み込み、航空機産業の扱いなどが焦点にな

ると考えられる。 
 また、運輸・民生部門に対する CO2排出抑制強化の流れも顕著であり、EU 内では ZEB
（ゼロエネルギービル、ゼロエミッションビル）、ZEH（ゼロエネルギーハウス、ゼロエミ

ッションハウス）という考え方が急速に普及してきている。 
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３－２．欧州環境規制の国際的波及動向整理 

 

１）化学物質関連規制の国際的波及動向 

 

 我が国の化審法改正では、2010 年 4 月から改正第一段階として良分解性物質も規制対象

に組み込む、あるいは低懸念ポリマー確認制度の導入など、国際的な化学物質規制との整

合化が進められたが、2011 年 4 月 1 日からは改正第二段階に入り、1t/年以上製造・輸入さ

れている一般化学物質などについて製造量や用途などを届出が必要になるほか、優先評価

物質の指定等も導入される。 
 
 中国 RoHS は 2010 年 7 月 16 日には新たに「電子電気製品汚染制御管理弁法」という名

称で改めてパブリックコメントが募集されている。ここでは制度面でも新たなものが取り

入れられており、実質的にはこれまでの中国 RoHS が大きく改訂されたと見なすことがで

きる。 
 
 米国では既存の化学物質登録制度である TSCA（Toxic Substances Control Act：有害物

質規制法）の改訂が焦点であり、物質ごとのデータ提出、それに向けた物質別の企業コン

ソーシアム形成などの考え方が盛り込まれていることから、EU の REACH に大きく近づ

いた内容になる可能性が高いとみられる。 
 
２）エネルギー・低炭素化関連規制の EU 外への波及動向 

 
 2009 年のコペンハーゲン（COP15）、2010 年のカンクン（COP16）ともに、細かい部

分、あるいは周辺部分での同意・採択には至っても、2013 年以降の温暖化ガス削減に向け

た内容決定には遠く、この決着は 2011 年に南アフリカで開催される COP17 待ちという状

態になっている。こういった状況の中で京都議定書の延長という選択肢がここ数年現実味

を増しているのも確かである。 
 
 こういった国際的状況も影響し、我が国の排出権取引制度、特にキャップ＆トレード方

式を導入するのか、生産量原単位方式にするのかといった論議も煮詰まってはおらず、米

国でも 2003 年にシカゴ気候取引所でスタートした温暖化ガス排出量取引が 2011 年の 1 月

末で中止された。 
 日本にしても米国にしても、排出量取引や気候変動対策に関する取組みという点でみれ

ば停滞傾向にあるのは否めない。 
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３－３．我が国企業・機関の欧州環境規制対応動向 

 

REACH や ErP その他欧州環境規制への対応状況や課題等の動向を把握するため、本調査

では以下の企業・機関にヒアリング調査を実施した。 
 

日付 ヒアリング先 
11/11 
（木） 

社団法人産業環境管理協会（アーティクルマネジメント推進協議会 JAMP） 
JAMP の提供する化学物質含有情報伝達用フォーマット（MSDSplus AIS）  
及び標準化（国際規格等）動向についてヒアリング。 

11/26 
（金） 

電子部品メーカー A 社 
REACH 規則への対応、環境規制に対する社内組織及びデータベースについ 
てヒアリング。 

11/30 
（火） 

空調機器メーカー B 社 
REACH 規則への対応、環境規制に対する社内組織、欧州関連会社の動向に 
ついてヒアリング。 

12/7 
（火） 

株式会社 住化分析センター 
国内 大規模の分析・測定・調査の総合分析会社。 
ベルギー ブリュッセルに現地法人を設立、唯一の代理人サービスを提供。 

 

 化学物質規制やエネルギー関連規制等、欧州環境規制に関する幅広い見解が寄せられた

が、主なポイントとしては下記の点が挙げられる。 

 

①中国や台湾からも JAMP についての問い合わせが入ることが多くなっている。自動車業

界の JAMA/JAPIA 統一データシートが完全に普及するまで 10 年かかったことを考える

と、リリースされてから 3 年間の JAMP の普及は日本・アジア諸国ではかなり早い。 

②SVHC 含有量の分母が変更されるのではないかという懸念もあるようだが、AIS を使っ

て SVHC の絶対量を把握していれば、分母が「成形品全体」から「部品単位」に変わっ

たとしても単純に計算する分母が変わるだけで、大きな問題になるとは考えづらい。 
③海外の環境規制に対応するには、当該国のキーマンとの会議、積極的な技術・市場情報

の提供、諸外国の状況の共有といった働きかけが重要。中国でも環境省や業界関係者との

ミーティングを頻繁に行い、中国の空調産業を成長させるためにどのようなことをすべき

かという視点で当社のプレゼンス強化につとめている。  
④グローバル事業展開に際して、それぞれの国の企業と契約し、それぞれの国の化学品規

制の対応するのは非常に手間がかかる。当社が窓口となり、試験受託の拡大や、法的対応、

コンサルティング業務を提携している現地コンサルティング会社と行うことで、ワンスト

ップサービス的な海外環境規制対応サービスを進めている。 
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３－４．海外現地動向調査 
 
 2010 年 11 月 15 日から 19 日まで、下記内容で欧州現地調査を実施した。 

日付 国・都市 ヒアリング先 
11/15 
（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) 
ドイツの機械産業を統括する業界団体。 

ドイツ 
ｳﾞｨﾈﾝﾃﾞﾝ 

KÄRCHER 社 
高圧洗浄機で世界のトップメーカー。 

11/16 
（火） 

ドイツ 
ﾉｲｲｰｾﾞﾝﾌﾞﾙｸ 

日系化学メーカーA 社ドイツ法人 
日本の大手化学メーカーA 社のドイツ法人。 
ベネルックス三井物産（株） 
三井物産のブラッセル法人。 

11/17 
（水） 

ベルギー 
ﾌﾞﾗｯｾﾙ 

日本機械輸出組合ブラッセル事務所 
日本機械輸出組合の欧州事務所。 
CBI（Confederation of British Industries：英国産業連盟） 
英国内の業種別産業連盟などを統括する総合的な産業団体。 

11/18 
（木） 

英国 
ロンドン 

Carbon Trust 社 
英国政府系のコンサルタント会社。 
CO2 Sense 
ヨークシャー地域における CCS 計画の推進機関。 

11/19 
（金） 

英国 
リーズ 

ENCOS 社・SRS 社 
ENCOS 社はリーズ大学からのスピンアウト企業、SRS 社は大学系

ベンチャーに出資するインキュベート企業。 
 
 ヒアリングでは化学物質規制や低炭素化等に関して様々な見解が得られたが、その中で

重要なポイント下記諸点が挙げられる。 
 
①ドイツ機械業界としては REACH 見直しに際しても含有濃度を決める分母については現

行のままがいいというスタンス。RoHS と同じように均一物質（ホモジニアスマテリアル）

が分母になると機械業界に膨大な時間と労力を強いる上、現実問題として正確な算出が不

可能に近い。この部分が争点になった場合、「コンポーネントを分母とする」ことで決着

することも考えられる。 
②RoHS 対象物質や REACH の SVHC 物質については 善を尽くして管理を行ってはいる

が、現実には厳密にサプライヤーを管理したとしても 100％の遵守は難しいのも事実。 
③大手の卸業者や有力小売業者などがメーカーに対して化学品リスクの低い製品を作れと

いう圧力を強める動きは今後高まることは確実であり、こういったトレンドは化学物質だ

けではなく省エネ、あるいはメーカーとしての CSR 全体を対象とするような動きに拡大

していくことが十分考えられる。 
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④今回の RoHS 改正ではナノマテリアルが禁止物質になることはほぼなくなったが、前文

に「将来的に代替化検討対象」としてナノマテリアルに言及させたことは、言わば将来に

向けた布石を打つことに成功したわけであり、環境派にとっては十分な成果だったと言え

る。 
⑤EU 低炭素関連規制は大きく分けて「EU 共通の EU-ETS」と、「それぞれの国ごとの政

策」とに分けて考えることができるが、英国は特に野心的・先導的な低炭素政策を進めて

おり、「国ごとの政策」が欧州内でも特に厳しいものになっている。努力分担義務や ZEH・

ZEB の目標期限、さらに CCS 等に関して EU の中でも先頭を走っている。また、カーボ

ン・トラストではこのカーボンフットプリントの仕組みを ISO 規格として標準化する動

きも水面下で進めている。 
 

 

３－５．我が国機械産業の EU 環境規制対応に関する考察 

 

１）欧州環境規制のトレンドに関する考察 

 

 ここ 5〜6 年、欧州環境規制はその動向変化が非常に大きく、欧州環境規制が常に変容・

拡大を続けるという性質を持っていることが改めて確認できる。今年度は RoHS 指令改正

検討でナノマテリアルを始めとして規制対象物質が大幅に増える懸念が高まった。 

 欧州企業の間に「環境規制というハードルを越えられない企業が EU 市場から駆逐され

るのは当然」という考え方は浸透しており、EU 域外企業が欧州市場から撤退するのはもち

ろんだが、規制に対応できない EU 域内企業もまた淘汰されることになる。 
 

２）我が国機械産業としての対応に関する考察 

 REACH 規則に関しては、我が国の機械メーカーとしては当面は「おおよそ半年ごと」「1
回につき 10 物質弱」という SVHC 追加ペースを踏まえ、怠りなく情報収集を続け、届出

義務に対応することが重要になる。SVHC の追加ペースが現状のまま続くとすれば数十年

という期間が必要になりかねず、ある段階で大量追加される可能性があるということも念

頭に置く必要がある。 

 仮に SVHC の追加が半年ごとのペースで続いた場合、そのたびごとに自社の全サプライ

ヤーに対して物質追加とその含有に対する方針を告知することは 終組み立てメーカーに

大きな負担となる。SVHC 追加情報をサプライチェーンに効率的に周知し、含有を確認で

きるような体制づくりが重要になると考えておく必要があろう。 
 
 また、RoHS 指令については適用除外製品かどうかの判断が難しいことが問題となる。特

に機械メーカーにとって該当する可能性の高い「大型据付産業用工具」や「大型固定設備」
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といった適用除外項目規定は、解釈次第では大型機械のほとんどが該当するとみなすこと

も出来るだけに、メーカーとしては難しい判断を迫られることになる。 
 そのためにも、まず日本国内の業界団体等である程度の統一的解釈をとりまとめた上で、

それを海外、特に欧州の同業メーカー団体の解釈と整合化させる作業が重要になる。 
 さらに、新興国の動向にも注視が必要である。中国やインドといった新興国は、我が国

機械メーカーにとって有望な市場という側面から捉えられることが多かったが、今後は「世

界の環境規制動向を見る上での重要なプレーヤー」としても捉える必要性が出てきた。 
 

３）欧州環境規制対応に求められるスタンス 

 

 EU の環境規制が企業に求めているのは「欧州企業優遇」ではなく、「企業の環境対応力

を高める」という点にあるということである。EU 環境規制を遵守できない企業は欧州市場

から駆逐・淘汰されることになるが、これは海外企業であっても EU 内企業であっても条

件は同じである。 
 環境保護・低炭素化といった世界的な流れが逆行することはあり得ないとすれば、我が

国機械産業にとって欧州環境規制は、欧州市場で、そして 終的には世界市場で生き残っ

ていくために設置されたハードルであるといえる。我が国機械産業は世界の環境規制情報

の収集を続け、製品の環境競争力を高め続ける努力が求められている。 
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第Ⅰ章．欧州環境規制に関する最新動向整理 

 
１．REACH 規則に関する最新動向整理 
 
１－１．最初の本登録締切状況 
 
 2007 年に発効した REACH 規則は、2009 年に半年間設定された予備登録期間を経て、

2010 年 11 月末には初めての本登録締切を迎えた。 
 今回登録期限を迎えたのは「1,000t/年以上の物質」や「1t/年以上の CMR（発がん性、

変異原性、生殖毒性）物質」などであり、この 初の登録締切期間にあわせて登録された

物質数は 4,300 に達する。 
 実際に提出されたドシエ（登録用の技術書類一式）の数は 24,675、そのうち今回の 2010
年 11 月末期限のものが 20,723 であり、その国別内訳は下図のようになる。 
 
 11/30 期限物質の登録ドシエ（総数 20,723）の国別ウェイト 

  

ドイツ, 4,727

英国, 2,430

その他23カ国

9,375

オランダ, 1,922

フランス

1,838

ベルギー

 1,676

イタリア

1,504

スペイン

1,251

20,723

 
出典：ECHA「Dossier Submission Report on 1 December 2010.」 

 
 上のグラフでは 1,000 件/国以上のドシエを提出した 7 カ国を国別に表しているが、この

上位 7 カ国だけで、全提出国 30 カ国の 55％を占めている。 
 ECHA では国別内訳の他に登録者の分類別ウェイトなども発表しており、たとえば上述

の約 2 万件のドシエのうち、物質メーカーや輸入業者などではなく EU 外企業などから以

来された唯一の代理人にドシエのウェイトをみると 19％となっている。これらがすべて

「EU 外企業から依頼されたもの」という前提に立てば、昨年 11 月末に締め切られた登録
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のうちの約 1/5 が EU 外企業からの依頼により、代理人によってなされたと見なすことがで

きよう。 
 また、提出されたドシエのうち、先導登録者（リード・レジストラント：Lead Registrant、
以下 LR と表記）、共同提出メンバー（ジョイント・メンバー：Joint Member、以下 JM と

表記）※、個別登録者別のウェイトでは 12％が LR、82％が JM、6％が個別登録者という

割合になっており、平均すると LR 一社に対して 6.7 社の JM が存在するという結果になっ

ている。 
 ドシエの企業規模別の内訳では大企業の占める割合が圧倒的に大きいことがわかる。今

回登録期限を迎えた物質の多くは 1,000t/年以上物質の、いわゆるバルクケミカルであり、

そういった物質を扱うのは大手化学メーカーが多かったとされるが、実際の提出ドシエの

割合を見てもその傾向が強かったことがうかがえる。 
 
ドシエ提出企業の規模別ウェイト 

規模別分類 ウェイト 
 大企業（従業者数 250 人以上） 86％ 
 中規模企業（従業者数 50～249 人） 9％ 
 小規模企業（従業者数 10～49 人） 4％ 
 マイクロ企業（従業者数 10 人未満） 1％ 

                         出典：ECHA「Dossier Submission Report on 1 December 2010.」 

注）EU の企業規模分類では従業員者数以外に売上規模や賃借対照表の合計額などに関する基準

もあるが、上表では従業者数のみを分類基準として示している 
 
 その一方、機械関連メーカーで今回の大量生産物質登録を行った企業は極めて少ないと

みられ、少なくとも 2010 年 11 月末に締切を迎えた大量生産物質の本登録では大手ケミカ

ルメーカーなどの主導で進んだといえる。 
 
 REACH 規則の本登録で次に期限を迎えるのは、2013 年 5 月末までの登録が必要な 100t
～1000t/年の中規模生産量を持つ物質になるが、このように中規模生産物質、小規模生産物

質と順次本登録期限を迎えるようになると、上表にみたような大企業による圧倒的ウェイ

トは徐々に低くなり、逆に中規模・小規模企業のウェイトが上昇すると考えられる。 
 大企業による大量生産物質ではほとんど考えられないが、企業体力の小さな企業による

少量物質になるほど「登録に要する手間やコストと採算を比較して生産中止を選択する」

というケースの発生確率は高まる。 
 そういう意味では機械メーカーなど化学物質ユーザー業界が受ける影響は大量生産物質

の本登録期限を迎えた昨年より、むしろ今後の方が危険度は高いとみることもできよう。 
                                                  
※ リード・レジストラント、ジョイント・メンバーに関しては P54 参照 
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１－２．SVHC 追加状況 
 
 2008 年 10 月に 初の SVHC（Substances of very high concern：高懸念物質）15 物質

が特定された後、ほぼ半年程度に 1 度、10 物質前後というペースで SVHC 追加候補物質の

公表→パブリックコンサルテーション→認可物質候補リスト（Candidate List）への収載

（SVHC として特定）という作業が繰り返されており、2011 年 1 月現在では、前年 12 月

15 日に公表された認可物質候補リストには 46 物質が収載されている。 
 昨年度や一昨年度の報告書と重複する部分もあるが、2010 年 12 月 15 日段階での候補リ

スト記載 46 物質の一覧を整理すると下表の通りとなる。 
 
2010 年 12 月 15 日段階の SVHC 物質一覧 

No 物質名 収載日 収載理由 用途例 

1 2,4-ジニトロトルエン（2,4-DNT） 13.01.2010 発がん性 ﾄﾙｴﾝｼ゙ ｲｿｼｱﾈー ﾄ合成の原料 

2 2-エトオキシエタノール 15.12.2010 生殖毒性 塗料、ﾗｯｶ、ﾜﾆｽ、ｲﾝｸ 

3 2-メトオキシエタノール 15.12.2010 生殖毒性 溶剤、化学中間物 

4 4,4’ –ｼ゙ｱﾐﾉｼ゙ﾌｪﾆー ﾙﾒﾀﾝ 28.10.2008 発がん性 エポキシ樹脂硬化剤  

5 ムスクキシレン 28.10.2008 vPvB 香料  

6 アクリルアミド 30.03.2010 発がん性 ﾎ゚ﾘｱｸﾘﾙｱﾐﾄ゙の合成 

ﾎ゚ﾘｱｸﾘﾙｱﾐﾄ゙ｼ゙ｮｴﾙの調整 

7 短鎖長(C10-13) 塩素化パラフィン 28.10.2008 PBT、vPvB 滑剤、難燃剤、可塑剤 

8 ｱﾙﾐﾉｼﾘｹー ﾄ耐火ｾﾗﾐｯｸ繊維 13.01.2010 発がん性 絶縁材  

9 重クロム酸アンモニュウム 18.06.2010 発がん性、変異原性、生殖毒性 感光体ｽｸﾘー ﾝ（CRT）製造 

10 アントラセン 28.10.2008 PBT 染料、触媒  

11 アントラセンオイル 13.01.2010 発がん性、 PBT、vPvB 

12 ｱﾝﾄﾗｾﾝｵｲﾙ，ｱﾝﾄﾗｾﾝﾍ゚ ｽーﾄ 13.01.2010

13 ｱﾝﾄﾗｾﾝｵｲﾙ，ｱﾝﾄﾗｾﾝﾍ゚ ｽーﾄ、ｱﾝﾄﾗｾﾝ留分 13.01.2010

14 ｱﾝﾄﾗｾﾝｵｲﾙ，ｱﾝﾄﾗｾﾝﾍ゚ ｽーﾄ、ｱﾝﾄﾗｾﾝ軽留分 13.01.2010

15 ｱﾝﾄﾗｾﾝｵｲﾙ，ｱﾝﾄﾗｾﾝ低含率 13.01.2010

発がん性、変異原性、PBT、

vPvB 

純アントラセン製造原料、防

腐剤、防水材 

16 フタル酸ベンジルブチル(BBP) 28.10.2008 生殖毒性 可塑剤 

17 フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP) 28.10.2008 生殖毒性 可塑剤 

18 ビス(トリブチル錫)オキシド（TBTO） 28.10.2008 PBT 建築工業 

19 ホウ酸 18.06.2010 生殖毒性 難燃剤、産業用流体 

20 ｸﾛﾑ酸、ｸﾛﾑ酸と重ｸﾛﾑ酸のｵﾘｺ゙ﾏー 、重ｸﾛﾑ酸 15.12.2010 発がん性 表面処理(電気めっき), 木材防

腐剤 

21 三酸化クロム 15.12.2010 発がん性、変異原性 表面処理(電気めっき), 木材防

腐剤 

22 塩化コバルト(II) 28.10.2008 発がん性 塗料、めっき、インキ乾燥剤

用原料、ｱﾝﾓﾆｱｶ゙ ｽ吸収剤、ｶ゙

ｽﾏｽｸ等 
23 炭酸コバルト(II) 15.12.2010 発がん性、生殖毒性 顔料 （セラミック、グラス） 

24 酢酸コバルト(II) 15.12.2010 発がん性、生殖毒性 表面処理, 顔料 

25 硝酸コバルト(II) 15.12.2010 発がん性、生殖毒性 表面処理 

26 硫酸コバルト(II) 15.12.2010 発がん性、生殖毒性 表面処理、腐食防止、顔料 
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2010 年 12 月 15 日段階の SVHC 物質一覧（つづき） 
No 物質名 収載日 収載理由 用途例 

27 五酸化ヒ素 28.10.2008 発がん性 金属及びグラス加工 

28 三酸化ヒ素 28.10.2008 発がん性 金属及びグラス加工 

29 フタル酸ジブチル (DBP) 28.10.2008 生殖毒性 可塑剤  

30 フタル酸ジイソブチル 13.01.2010 生殖毒性 可塑剤  

31 四ホウ酸二ナトリウム,無水物 18.06.2010 生殖毒性 難燃剤、産業用流体 

32 ﾍｷｻﾌ゙ﾛﾓｼｸﾛﾄ゙ﾃ゙ｶﾝ及び全ての立体異性体: 

α-ﾍｷｻﾌ゙ﾛﾓｼｸﾛﾄ゙ﾃ゙ｶﾝ、β-ﾍｷｻﾌ゙ﾛﾓｼｸﾛﾄ゙ﾃ゙ｶﾝ

γ-ﾍｷｻﾌ゙ﾛﾓｼｸﾛﾄ゙ﾃ゙ｶﾝ 

28.10.2008 PBT 難燃剤 

33 クロム酸鉛 13.01.2010 発がん性、生殖毒性 染料・顔料、塗料 

34 ピグメントレッド(C.I.104) 13.01.2010 発がん性、生殖毒性 塗料・ｺー ﾃｨﾝｸ゙剤用顔料、 

ﾌ゚ﾗｽﾁｯｸ着色剤、印刷 

35 ヒ酸水素鉛 28.10.2008 発がん性、生殖毒性 農薬、殺虫剤、木材防腐剤 

36 ピグメントイエロー (C.I. 34) 13.01.2010 発がん性、生殖毒性 塗料・ｺー ﾃｨﾝｸ゙剤用顔料、 

ﾌ゚ﾗｽﾁｯｸ着色剤、印刷 

37 ピッチ,コールタール,高温分. 13.01.2010  電極、炭素、黒鉛製品、 

塗料、ｺー ﾃｨﾝｸ゙剤  

38 クロム酸カリウム 18.06.2010 発がん性、変異原性 顔料、インクの製造 

39 重クロム酸カリウム 18.06.2010 発がん性、変異原性、生殖毒性 フォトリソグラフィ  

40 クロム酸ナトリウム 18.06.2010 発がん性、変異原性、生殖毒性 その他ｸﾛﾑ合成物の製造 

41 重クロム酸ナトリウム 28.10.2008 発がん性、変異原性、生殖毒性 色素、染料 

42 四ホウ酸ナトリウム、水和物 18.06.2010 生殖毒性 難燃剤  

43 トリクロロエチレン 18.06.2010 発がん性 洗浄・脱脂剤 

44 ヒ酸トリエチル 28.10.2008 発がん性 半導体用液体CVD材料 
殺虫剤、木材防腐剤 

45 トリス(2-クロロエチル)ﾌｫｽﾌｪー ﾄ（ＴＣＥＰ） 13.01.2010 生殖毒性 難燃剤、可燃剤 

46 ｼ゙ﾙｺﾝ酸ｱﾙﾐﾉｼﾘｹー ﾄ耐火ｾﾗﾐｯｸ繊維 13.01.2010 発がん性 絶縁材  

注 1）アミカケされた物質は附属書 XIV の認可対象物質リスト収載勧告物質 

注 1）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 

注 2）たとえば「アントラセン油」を「アントラセンオイル」と書くなど、化学物質の名称に関しては昨年度報告書と 

   若干表記を変えた部分がある。 

出典：（独）中小企業基盤整備機構 HP、用途等についてはその他複数 HP 等も参考に作成 

 
  
 成形品メーカーにとっては 2011 年から含有濃度 0.1wt%超・1ｔ/年超という規定に抵触

する成形品はについて届出の義務が発生するため、SVHC の改訂は重要な意味を持つ。 
 SVHC の届出は「2010 年 12 月 1 日までに候補リストに収載された物質」については届

出期限は 2011 年 6 月 1 日とされており、それ以降の収載物質については半年の猶予期間が

設けられる。 
 従って、上表の 46 物質の中では昨年 12 月 15 日がリスト収載日である 8 物質（番号では

2、3、20、21、23、24、25、26）の届出期限が 2011 年 6 月 15 日ということになり、そ

れ以外の 38 物質については 6 月 1 日が届出期限となる。 
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 SVHC の追加ペースは 2008 年 10 月の 15 物質にはじまり、その後 2010 年 1 月に 14 物

質が追加されて 29 物質に（同年 3 月に当初の候補にあったアクリルアミドが追加され 30
物質に）、同年 6 月に 8 物質が追加されて 38 物質になり、同年 12 月の 8 物質追加で 46 物

質になるというプロセスをたどっている。今のところこの追加ペースが大きく変わる可能

性は少ないと見られており、今後も半年に 1 度程度のサイクルで 10 物質前後が追加され続

けることが予想される。 
 ただ、 終的には約 1500 ともいわれる SVHC をこのまま 20 物質/年程度のスピードで

追加し続けていけば、SVHC が全て出揃うまでに 70 年以上かかることになる。どこかで一

度に大量追加される可能性があることは否定できず、注意が必要といえよう。 
 
 
１－３．SVHC の届出に関する動向 
 
 機械をはじめとした成形品メーカーは、製品中に含有する SVHC 物質が 0.1wt%を越え、

さらに合計で年間 1t を上回る場合、ECHA に対して届出を行う必要がある。SVHC 届出の

初の締切りは前項でも触れたように 2011 年 6 月 1 日であり、新しい SVHC の追加に連

動して半年の猶予期間中に「追加 SVHC」について同様の届出が必要になる。 
 実際の届出作業は、物質の登録などと同じく EUCLID5 というソフトをインストールし

た上で ECHA の Web サイト上の REACH－IT という入口から行うが、日本メーカーが日

本から直接届出はできず、欧州側の輸入窓口業者か欧州内の唯一の代理人によって行われ

なければならない。 
 従って、日本国内の企業に直接的な義務が課されるわけではないが、SVHC 届出が必要

な製品を届出しないまま輸出・販売し続ければ違法ということになり、物質登録などと同

様、重要な REACH の法的義務と捉える必要がある。唯一の代理人に委託せず、欧州側の

輸入窓口企業に任せているような場合は確認が必要になる。 
 届出は欧州側企業が行うとしても、届け出る SVHC に関する情報は日本メーカーが提供

しなければならないため、もし届出がまだなされていない場合は単に督促するだけではな

く、日本側から SVHC の物質名や含有濃度等に関する情報を早めに提供することが求めら

れる。 
 
 SVHC 届出でもう一つ問題になるのは、対象物質が今後かなり長期にわたって「少しず

つ増え続ける」のが避けられないという点である。従って、ある該当物質の届出が済んだ

としても、それまで対象になっていなかった物質が新たに SVHC に追加されれば、半年以

内の届出義務もまた新たに発生するという状態が続くことである。 
 リスト収載物質が継続的に増える以上、企業側は常にその情報をチェックすると共に、

新しく追加された物質の自社製品含有チェック、届出、さらにサプライヤーに対する使用
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禁止通達等々に対応しなければならず、「終わりのない SVHC 対応」が必要になるともいえ

る。現在のところ、ECHA と EU 委員会が「2012 年までに 106 物質を加えるロードマップ

で合意」という情報もあり（日本化学工業協会資料より）、今後 2 年程度の間に 60 物質程

度が追加される可能性があるが、これは逆の見方をすれば 2012 年以降も何百という SVHC
予備軍が控えていることにもなる。 
 SVHC が少しずつ増える状態が延々と続くということにはドイツの機械業界でも不満感

があり、また、新たな収載物質の公表から届出期限が 6 ヶ月以内であることでも改善要望

を出しているが、今のところ SVHC の追加に関して根本的な変更可能性は少ないと言わざ

るを得ない。 
 
  
１－４．REACH 規則見直しに関する動向 
 
 2012 年に REACH 規則の見直しが予定され、すでに見直しに向けた検討が始まりつつあ

ることは昨年度調査でも言及しているが、その後 1 年を経過しても具体的な見直し内容な

どについての情報は非常に少ない。 
 基本的にはこれまでの 5 年間の REACH 運用において浮上した問題点を修正するという

ことが主目的であることから、手続き上の問題点の改善などなされることが考えられ、現

在の法内容に関する大幅な変更の可能性は低いが、その中で成形品に関する SVHC 含有濃

度の閾値 0.1wt%の分母問題は重要な焦点の一つになるとみられている。 
 
 SVHC の分母問題は REACH 発効当時から問題になっており、「成形品全体を分母とす

る」ということで一応の決着をみたものの、成形品に関する REACH 条文にも現在の分母

規定に賛同していない国が記されているという状況であり、当初から “火種”になってい

た。従って、2012 年の見直しでこの規定が変更される可能性はあり、変更される場合には

分母が現在の「成形品全体」よりも小さな単位になることは避けられない。 
  
 0.1wt%に関する反対国存在の記述 

（前略）しかしながら、0.1%の閾値の適用についての反対意見が、無視できない数

の管理委員会メンバーによって支持され、ECHA に6 つの加盟国（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）を書くことが通告され

た。（後略） 

成形品に関するガイダンス（RIP3.8）環境省訳より引用 

 

 この見直しがどうなるかについては現在の段階では不透明であるが、仮に「成形品全体」

という分母が見直されるとすれば、新しい分母になるものとして可能性は二つあるとみら
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れている。 
 新しい分母、つまり「より小さい分母」になる可能性の一つは同一物質（ホモジニアス・

マテリアル）である。これは RoHS 指令などと同じ考え方に基づくものであり、もし SVHC
含有の閾値が同一物質を分母とした場合の 0.1wt%ということになれば、分母としては 小

ということになる。従って、閾値に抵触する可能性も増大するが、大型機械などであれば

含有を検証する同一物質の数自体が膨大なものになる。 
 
 もう一つの可能性として欧州などで考えられているのが「コンポーネント（部品）を分

母とする」という考え方で、分母の大きさとしてはいわば「中間的」なものといる。 
 この問題に関して、現行解釈に反対している国の一つであるデンマークは「Once an 
article, always an article（一度成形品であったものは、常に成形品である）」という原則を

主張している。これは、たとえばネジという一つの成形品はそれが机という、より大きな

成形品の部品として使われたとしても、依然として一つの成形品として扱うべき」という

考え方であり、「コンポーネント（部品）を分母として扱う」という考え方に近いと考えら

れる。 
 コンポーネントの定義は何かという問題に関しても今後の紆余曲折はあり得るが、欧州

内ではコンポーネントは「出荷 小単位」といったような定義になるのではないかという

指摘もあり、これも上述の「Once an article, always an article」の考え方に沿った見解と

いえる。仮に「出荷 小単位」が分母になれば、組み立てメーカーなどは製品組み立てに

際して仕入れた個々の部品単位で細分化し、含有濃度を特定する必要が生じる可能性が十

分あると考えなければならない。 
 
 もちろん、分母は成形品全体のままで変更されないという可能性もあるが、一方でオラ

ンダ、イタリア、スロベニアの 3 カ国が新たに“現行解釈反対派”に加わったという情報

もあり、現状では分母問題の方向性は予断を許さない。しかし、いずれにしてもこの部分

の規定見直しの有無は、機械をはじめとした成形品メーカーにとって非常に影響が大きい

問題だけに、見直し内容が確定するまでの動向には注意が必要であろう。 
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２．RoHS・CLP 等の化学物質規制に関する最新動向整理 
 
２－１．RoHS 指令改正案の動向 
 
１）オープン・スコープ導入等の改正ポイント 
 
 RoHS 指令の改正については昨年からその動きが注目されていたが、2010 年 11 月に欧州

議会で可決されたことで 終的な改正内容が事実上確定した。 
  
 今回の改正において注目されるポイントとしては以下の 3 点が挙げられる 
 ①これまで適用除外扱いであったカテゴリー8 と 9 がそれぞれ適用対象となった 
 ②新たにカテゴリー11 が設定され、事実上すべての電機・電子製品が対象となった 
 ③RoHS 指令的適合製品への CE マーク貼付が義務付けられた 
 
 これらはおおむね、事前にある程度予想された範囲の改訂であり、大きな驚きを伴うも

のではなかったが、②に関しては一応の注意が必要であろう。 
  
改正後の RoHS 指令対象カテゴリー構成 
ｶﾃｺﾞﾘｰ 製品名 ｶﾃｺﾞﾘｰ 製品名 

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 

 11 その他の電機電子機器 
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 

 
 「それ以外の電機・電子製品」というカテゴリー11 が新設されたことで、1～10 のカテ

ゴリーに属さない全ての電機製品が事実上 RoHS 指令制対象になり得ることになり（厳密

には直流 1,500V、交流 1,000V 以下の電機電子製品）、このことは一般には RoHS の「オー

プンスコープ化」と言われる。 
 このオープンスコープ化により、単に規制対象となる製品領域が広がったというだけで

はなく、従来「本体」が対象であった RoHS 指令が付属品や消耗品、補給部品なども規制

対象になり、今回の改正によって RoHS 指令が扱う範囲は大幅に拡大したといえる。 
 
 今回の RoHS 改訂作業は実際にはすでにほぼ終了しており、あとは行政的手続きを踏む

だけになっていることから、前頁で触れた今回のポイント①〜③が変更される可能性もほ
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とんどない。 
 しかし、法解釈上迷う部分が多いの事実であり、たとえば適用除外製品の定義が明確で

ないことから、REACH 規則などでもみられたような“グレーゾーン”に関する判断に困る

ような事態も十分予想され、また、③で触れた CE マークのための適合宣言をどのような整

合規格で行うかといった部分もまだ明示されていない。 
 そういった意味では今回の RoHS 指令改訂については今後も継続的な情報収集、同業メ

ーカーとの情報確認などが重要であるのは間違いないといえる。 
 
 
２）ナノマテリアル規制に関する経緯 
 
 昨年の RoHS 改訂問題の中で、特に我が国で懸念の声が強かったのはナノマテリアルに

関する扱いである。RoHS 改正案の検討に際し、EU 委員会や理事会は現行の 6 物質に追加

する候補としてフタル酸系などの 4 物質を提示したのに対し、欧州議会案がカーボンナノ

チューブやナノ銀などを含む 37 物質を追加するという案を出したところからから、ナノマ

テリアル禁止に関する問題が突然クローズアップされるようになった。 
 
 この問題についてはぎりぎりまで交渉が続けられたが、 終的にはナノマテリアルを含

む議会案 37 物質が禁止物質に加わることはなくなり、ナノマテリアルについては RoHS の

前文の中で「科学的根拠が利用可能になり次第、予防原則に基づいて代替物への代替が検

討されるべき」として言及されることで決着した。同様に、EU 委員会案で提示されていた

フタル酸系などの 4 物質についても同じく前文の中で「人体や環境へのリスクが優先的に

考慮されるべき対象」として触れられる形になり、結果的には禁止物質については現行 6
物質から増えないということになった。 
 ナノマテリアルが今回の改正で RoHS 禁止対象物質にならなかったことは、産業界にと

っては安堵できる結果であったが、その一方でナノマテリアルは将来的に代替検討がなさ

れるべきであるということが前文の中ではっきり記されたことの危険性も無視することは

できない。 
 
 EU 議会のいわゆる“環境派”メンバーにすれば、今回の改正でナノマテリアルを将来的

検討課題として前文で触れさせたこと事態がすでに十分な成果であろうという見方も欧州

内には存在している。ナノマテリアルに関する前文の記述内容もナノマテリアルがいずれ

再び禁止対象物質として検討対象になる可能性が残っていることを示唆するものといえる。 
 従って、ナノマテリアルが RoHS 禁止物質にならなかったのはあくまでも「今回の改正

においては」と考えるべきであり、この問題は次回、次々回の改正に際して再燃する可能

性が十分あると認識しておかなければならない。 
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２－２．CLP 規則に関する動向 
 
 CLP 規則は、過去に存在した分類、包装、表示に関連した二つの指令（67/548/EEC、

1999/45/EC）を改正・統合すると共に、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）での表示デザインや REACH 規則と整合化させることを目的として制定され、2009
年 1 月 20 日に発効している。 
 CLP規則では物質と混合物とでCLPへの移行期間が異なっており、物質については 2010
年 12 月 1 日以降上市する物質については 1 ヵ月後の 2011 年 1 月 3 日までに届出が必要と

された。 
 一方、混合物については 2015 年 6 月 1 日までが移行期間であり、物質に比べると若干の

余裕があるが、危険有毒性に該当する混合物の場合は物質と同じく 2011 年 1 月 3 日までの

届出が必要となっていた。 
 ECHA の発表によると、1 月 3 日までに ECHA が受理した CLP 届出（Notification）の

数は 311 万件以上にのぼり、物質数は 107,067 物質に達している（2011 年 1 月 11 日およ

び 1 月 20 日の ECHA プレスリリース）。 
 
 CLP 規則に関しては届出に関する量的な下限、いわゆる「すそ切り」がなく、1t 未満の

少量であっても届出が必要になること、あるいは唯一の代理人に作業を委託することが出

来ず、原則として欧州内の製造者か輸入者のみが届出者になれるといったように、REACH
規則との大きな違いがあり、対応する企業サイドにもかなり混乱したとされる。 
 しかし、ECHA の方も混合物のレシピ開示問題などが表面化したことで、2010 年の夏に

なって急に「グループ届出も可とする」という方針を打ち出すなど、行政サイドの対応に

も混乱があったことは否めない。 
 上述のように、10 万強の物質に対して 300 万以上の届出があったことから、平均すれば

一つの物質につき 30 件強の届出が重なった計算になるが、実際には同一の物質であっても

その届出内容は届出者によってバラつきがあることも避けられないと見られ、CLP 規則に

関しては今後しばらく混乱・錯綜した状況になる恐れがあるといえる。 
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３．ErP 指令等、エネルギー関連規制・制度に関する動向整理 
 

３－１．ErP 指令に関する動向 

 

 製品のエネルギー消費に関する規制である ErP 指令に関しては、昨年報告書で 19 までの

ロット（対象製品分類）と、今後継続的に増えると思われる製品群を掲載したが、その後

新たに 20 から 27 までのロットが追加されるといったように規制対象とする製品領域は継

続的に拡大・増加を続けている。 
 

 ErP 指令対象となった製品分野一覧 

ﾛｯﾄ 製品分野 ﾛｯﾄ 製品分野 

1 ボイラー 20 室内暖房器具 
2 温水器・給湯器 21 温風分配方式のｾﾝﾄﾗﾙﾋｰﾃｨﾝｸ （゙排熱以外）

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 

22 家庭用・業務用ｵｰﾌﾞﾝ（電気・ｶﾞｽ・電子

ﾚﾝｼﾞ）及びそれらを組み込んだ調理器具

5 テレビ 
6 待機電力、ｵﾌ時のｴﾈﾙｷﾞｰﾛｽ 

23 家庭用・業務用ﾚﾝｼﾞ・ｸﾞﾘﾙ、及びそれら

を組み込んだ調理器具 
7 充電機器、外部電源 24 業務用洗濯機、乾燥機、食器洗い機 
8 オフィス照明 25 非ｻｰﾋﾞｽ業向けのコーヒーマシン 
9 街路灯 
10 住宅用エアコン 

26 ｴﾈﾙｷﾞｰ消費製品の、ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾀﾝﾊﾞｲ中の電

力消費 
11 電気ﾓｰﾀｰ、ﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾋﾞﾙ用換気装置、

非住居用換気装置 
27 家庭用無停電電源装置 

12 商業用冷凍庫、冷蔵庫 
13 家庭用冷凍庫、冷蔵庫 
14 家庭用食器洗い機、洗濯機 
15 暖房用固形燃料燃焼装置 
16 衣類乾燥機 
17 掃除機 
18 セットトップボックス 
19 家庭用照明器具 

注）lot25 は原文では「Non-Tertiary coffee machine」

   であり、直訳すると「非第三次の～」となるが、 

   ここでは 「非ｻｰﾋﾞｽ産業向け」と記述している 

 
 

 

出典：JETRO、（社）日本バルブ工業会他、複数の HP を 

    参考に作成 

 

 昨年度調査の途中でそれまでの EuP 指令が ErP 指令に改訂されたため（2009 年 10
月 31 日 EU 官報）混乱を避けるために昨年度報告書では EuP 指令という表記で統一し

たが、今年度報告書ではすべて「ErP 指令」という表記で統一する。 
 
 
 昨年度報告書でも言及したように、ErP 指令で各ロットごとに予備調査、コンサルテー

ションフォーラム、規制案作成といったように複雑なプロセスを踏む必要があり、たとえ

ば 初に公表された上表のロット 1～19 に関しても規制化までの進捗度にはかなりバラつ

きがある。従って、ロット 5 のテレビのようにすでに 2009 年に施行している製品がある一
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方で、ロット 14 の家庭用食器洗い機、洗濯機などは実施措置案が 2010 年 5 月に規制委員

会で承認され、議会での監査にまわされたといった進捗段階のものもあり、 初の 19 ロッ

トの中でも規制具体化には 1〜2 年程度が生じている。 
 
EuP 指令の実施措置決定プロセス（昨年度報告書より再掲） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 同じく昨年報告書では「工作機械」や「変圧器」「水利用機器」など、一般的な家電とい

う概念以外の製品群がErP指令に組み込まれる検討対象になっているとして10分野の製品

群を指摘した（下表参照）。 
 

2009～2011 年作業計画で示された製品分野（昨年度報告書より再掲） 

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。 

 

 このうち、たとえば「工作機械」などは 2011 年 3 月に第 2 回めのステークホルダー・ミ

ーティング、7 月か 8 月に 後の同ミーティングが予定されているという進捗であり、さら

に CECIMO（欧州工作機械工業連盟）が業界自主規制を出すことで ErP 指令の正式な対象

にならないようにしている動きがみられるなど、製品ごとの進捗にバラつきがあることに

加え、個々の製品群ごとの規制検討プロセスが非常に複雑かつ錯綜したものになっている。 

 ErP 指令は指令全体より、自社製品に関わるロットごとの規制内容の細かい部分が影響

してくるだけに、全体に目を配るというよりは自社関連分野に集中して継続的にウォッチ

していくことが求められる。 

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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３－２．低炭素化関連規制・制度に関する動向 
 
１）EU の低炭素化政策の基本方針 
 
 EU の低炭素化に向けた取組みでは、2008 年 12 月に発表された「EU 気候とエネルギ

ー政策パッケージ（EU climate and energy package）が EU としての 2020 年までの基本

政策と目標を定めた、いわば「基本方針」といえ、すでに有名になった「3 つの 20」（下表

参照）もこのパッケージの中にうたわれている。 
  
 EU が掲げる「3つの 20」 

 ①2020 年までに、温室効果ガス排出量を 1990 年比で 20％削減（ただし、将来的枠組 
  みに関する国際合意がなされた場合は削減量を 30％に） 
 ②2020 年までに、EU 内エネルギーの 20％を再生可能エネルギーから供給する 
 ③2020 年までに、EU のエネルギー消費を 20％削減する 
 
 温室効果ガス 20％削減という数字はかなり野心的な目標であり、EU の環境先進性をア

ピールするためのアドバルーンといった見方も存在したが、日本エネルギー経済研究所が

2009 年に発表したレポートでは、CO2以外のメタンなどの削減、さらに共産圏時代の非効

率発電所などを廃棄した東欧圏の大幅な削減を取り込めるといった条件を勘案すれば、こ

の 20％削減という目標は十分達成可能であるという分析もある。 
 実際、EU 内ではリーマン・ショック以降の経済活動の低迷で温暖化ガス排出量が減った

ことから、目標を 30％に上げるという論議もあり、2010 年 7 月には英独仏 3 カ国の気候変

動担当大臣連盟で目標を 30％にあげる呼びかけもなされた。 
 
 ただ、実際にはこの 3 カ国の間でも足並みには若干の乱れがあるとされており、30％削

減に積極的な英国に対してドイツ・フランスなどは当初産業界からの反対で消極的である

とみられていた。 
 現実には今回の欧州現地調査で英国産業界からもこの 30％削減への目標数値アップに対

する反対意見は根強く、削減目標数値が 30％に上がる可能性は今のところあまり高くない

と考えられている。 
 ただ、上記の 3 カ国による呼びかけの中では、EU が 20％という目標に固執していれば

低炭素化に向けた国際競争で中国や日本、米国に遅れをとってしまいかねないという文言

が盛り込まれている。ここからも EU が温暖化ガス削減を環境政策としてだけではなく、

産業技術競争力という側面からも強く捉えていることが伺われ、EU の低炭素化政策は常に

EU-ETS などの市場システムでの先行や、CCS プロジェクトなどでの技術アドバンテージ

獲得などと連動していると見なすことができる。 
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２）EU-ETS の動向 
 
①第 2 フェーズから第 3 フェーズへの移行 
 EU-ETS は 2005～2007 年の第 1 フェーズ、2008 年～2012 年までの第 2 フェーズも終

了し、EU内ではすでに第3フェーズの内容がどうなるかという方向に関心が集まっている。 
 EU-ETS の第３フェーズでは、アルミニウム産業など、これまで対象となっていなかっ

た業種が新たに排出枠を課せられる対象として増えるほか、これまでの国別割当量配分

（NAP）を廃止して、EU 全体で排出上限を決め、それを毎年 1.74％ずつ減らしていくと

いった制度改正がなされる計画になっている。 
 
 もう一つのポイントとして、オークション制度の拡大が挙げられる。国別の排出量は第 1
フェーズでは 95％、第 2 フェーズでは 90％が無償で割り当てられ、有償割当て（オークシ

ョン）となったのは 1 割程度であったが実際にオークションされた量はこれをさらに下回

るとみられる（第 2 フェーズで 3％程度とされている）。しかし、第 3 フェーズからはオー

クション対象枠も大幅に増える計画になっており、たとえば原則として発電部門の排出割

当はすべてオークションによるとされている。 
 英国で第２フェーズ期間中に実施されたオークションでは売却された約 400 万 t の排出

権の入札で約 5,400 万ポンド（1￡＝135 円計算で 72.9 億円）の収益があがったことが報告

されており、仮に EU 内の発電部門の排出枠だけでも全てオークション化された場合には

膨大な収益に結びつくことが予想される。 
 ただ、これはあくまでも「原則」であり、実際にはいくつかの細かい条件に基づいた適

用除外規定も盛り込まれており、発電部門がすべてオークションに移行するという原則が

どの程度実際に機能するかはまだ不透明な部分がある。 
 
 第 3 フェーズからは CCS（CO2回収・貯留）が制度に組み込まれるということもポイン

トの一つとして指摘できる。CCS で CO2を貯留すれば、制度上はそれがそのまま排出削減

と扱われる。 
 EU 加盟国は上述のオークションで得られた収益のうち、5 割以上を再生可能エネルギー

やエネルギー効率化などの技術開発のほか、CCS などのプロジェクトに使用することが求

められており、こういった部分にも EU が低炭素化取組みを国際的な産業競争力の重要な

土俵と捉え、その分野への投資を促進させようとしている姿勢が強くあらわれている。 
 
 さらに大きなポイントとして指摘しておかなければならないのは、昨年度報告書でも言

及したように、第 3 フェーズから航空機部門もこの制度の対象に組み込まれる計画になっ

ているという点である。これについては、EU 内で離着陸する EU 域外の航空会社の飛行機

に対しても制度を適用するとしていたため、EU 外の航空会社から強い反発が出ていた。 
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 ただ、2010 年の 10 月 22 日に採択された EU 委員会の決定の中では、2013 年からの割

当等に関することは細かく定められているものの、航空部門への制度適用に関しては「航

空会社に割り当てられるキャップは、欧州委員会の別の決定において定められる予定であ

る」とされている（2011.1.31NEDO 海外レポートの和訳版より）。 
 このように航空部門の適用に関する決定を後回しにした背景には、前述のように EU 外

の航空会社からの激しい反対も影響している可能性がある。従って、現在のところは

EU-ETS 第 3 フェーズで航空部門がどういった扱いになるかを確定できないが、今後も

EU-ETS の大きな争点になると考えられる。 
  
②努力分担決定（effort sharing） 
 上述のように、EU-ETS では第 3 フェーズから大口排出事業者の枠が広げられるが、そ

れでも輸送や農業、あるいはサービス業や一般オフィスビル施設等々、第 3 フェーズ以降

も対象とならない「非 EU-ETS セクター」は多く存在している。 
 こういった非 EU-ETS セクターにも CO2 排出削減を課すための仕組みが努力分担決定

（Decision of Effort Sharing ．Effort Sharing については今のところ定着した和訳が存在

しないため、ここでは便宜上『努力分担決定』と訳す）であり、加盟国には EU-ETS 第 2
フェーズで国別の排出枠割当がなされるのに加えて、非 EU-ETS セクターを対象とした国

ごとの目標が前述の「気候とエネルギー政策パッケージ」で附則として規定されている。 
 
 非 EU-ETS セクターの 2020 年までの CO2排出量国別目標（2005 年比） 

オーストリア -16.0％ ラトビア 17.0％ 
ベルギー -15.0％ リトアニア 15.0％ 
ブルガリア 20.0％ ルクセンブルグ -20.0％ 
キプロス -5.0％ マルタ 5.0％ 
チェコ 9.0％ オランダ -16.0％ 
デンマーク -20.0％ ポーランド 14.0％ 
エストニア 11.0％ ポルトガル 1.0％ 
フィンランド -16.0％ ルーマニア 19.0％ 
フランス -14.0％ スロバキア 13.0％ 
ドイツ -14.0％ スロベニア 4.0％ 
ギリシャ -4.0％ スペイン -10.0％ 
ハンガリー 10.0％ スウェーデン -17.0％ 
アイルランド -20.0％ 英国 -16.0％ 
イタリア -13.0％ 出典：NEDO 海外レポート NO,1045（2009.6.3）

 
 上表にみるように、非 EU-ETS セクターの排出量国別目標は国によっては削減量（上表

のマイナス記号つきの数字）だが、中には増加目標になっている国も少なくない。これは

一人当たりGDPがEU平均より下回っている国などに対して削減ではなく増加幅を少なく
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するという形での枠をはめた結果であるが、加盟国ごとに CO2 排出を量ベースで割り当て

た EU-ETS に比べるとわかりづらいものであることは否めない。前述の「3 つの 20」での

削減目標が 1990 年比であったのに対して、こちらが 2005 年比になっていることもわかり

づらさを増す要素になっている。 
 
 目標値のバラつきに加え、この努力分担決定に対するスタンスそのものにも国によって

差がみられることも事実である。今回の現地調査対象で訪問した英国政府は、特に政権交

代後の連立政権が低炭素化の推進に積極的であることから、前述の削減目標 30％へのアッ

プはもとより、この努力分担の適用も強く推し進めている。しかし、ドイツなどの国では

この努力分担決定に対する関心はあまり高くなく、産業界の危機感・負担感も緩い。 
 こういった差は政府の取組み姿勢の違いが影響しているのは確かであろうが、さらに加

えてこの努力分担決定が REACH のような規制（Regulation）でも、RoHS のような指令

（Directive）でもなく、決定（Decision）という法的位置付けであることもこの法令自体

をわかりづらくさせているといえる。 
 
 EU の法令の種類別概要 

法令 法的拘束力 概要・定義 

規則 Regulation 全ての点で有 EU規則であり、加盟国の国内法に優先 
指令 Directive 目的に関してのみ有 加盟国が個々 に国内法として整備 
決定 Decision 対象者に対してのみ有 加盟国等を対象に具体的行為の実施・廃止等を適用 
勧告 Recommendation なし 加盟国等に特定行為の実施を期待 
見解 Opinion なし EU委員会の意思表明 

出典：（社）日本電気制御機器工業会ＨＰ等を参考に作成 

 
 「決定」は「行政規則」と訳されることもあるが、上表のように加盟国（あるいは企業、

私人等）に対して法的拘束力を持つものの、位置付けとしては規制や指令の下に置かれる

のが一般的である。 
 英国などでは EU-ETS での削減目標に加え、この努力分担決定が上乗せされることで極

めて過大な削減負担が生じることに対する産業界の警戒心が強いが、上述のように英国以

外の国での関心はあまり高くない。しかも規定で東欧圏などでは増加が認められていると

いうことから、この努力分担決定が今後 EU-ETS と連動してどの程度の効果を発揮するか

は未知数の部分が多いのが、低炭素化政策で先行する EU の新しい CO2削減規定として今

後が注目される。 
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３）その他の低炭素関連規制動向 

 
 これまでに見てみた低炭素関連規制・制度以外に、注意を要するものとして指摘できる

のが建築物や住宅等に関するゼロカーボン義務化の流れである。電力会社や鉄鋼、セメン

トといった大口排出事業者を中心にした産業界向けの CO2 排出抑制だけではなく、運輸・

民生部門に対する CO2排出抑制強化の流れを反映したものといえる。 
 特に建物や住宅に対しては、単に省エネレベルを高めたり、再生可能エネルギーを使う

といったレベルにとどまらず、それによって建築物や家庭からの CO2 排出を正味ゼロにす

るという考え方であり、一般的には ZEB（ゼロエネルギービル、ゼロエミッションビル）、

ZEH（ゼロエネルギーハウス、ゼロエミッションハウス）※という考え方が急速に普及して

おり、EU レベルはもちろん、加盟国独自レベルでもそれを実現させる法的取り組みが活発

化している。 
 
 EU 全体としての取り組みでまず挙げられるのは、EPBD（Energy Performance of 
Buildings Directive：建物のエネルギー性能に関する指令）である。2002 年に新たに採択

された指令である EPBD では、元々床面積 1,000 ㎡超の建築物の大規模改修に際し、国や

地域ごとに定められたエネルギー効率の基準を満たすことを義務付けていたが、2010 年の

改訂では 1000 ㎡未満の住宅なども対象に含め、家電製品等の省エネ効率を示すエコラベル

指令などと併せて採択された。 
 2018年12月31日から新築の政府関係および公共建築物について、2020年12月31日から新

築の建築物について「おおむねゼロエネルギー（nearly zero energy）の達成を求めており、

そのための高効率省エネ機器や再生可能エネルギー機器導入をうたっている。 
 また、既設住宅についても増改築等の際してスマートメーターやヒートポンプ式ヒータ

ー等の導入を住宅所有者に推奨する内容になっているが、これら動きは先に述べた「3つの

20」を実現させるための政策パッケージの一環といえる。 
  
 この ZEB、ZEH 実現に関して特に野心的な取り組みをみせているのが英国であり、英国

政府は上述の EPBD より厳しい基準、すなわち「おおむね」という注釈のないゼロカーボ

ン住宅及び建築物をEUよりさらに早いタイムスケジュールで 2006年に政策目標として打

ち出している。 
 ここでいうゼロカーボンとは、建築設計時に省エネ基準を満たしていることはもちろん、

使用されるエネルギーも再生可能エネルギーで賄われること、それが困難であれば遠隔地

から再生可能エネルギーによって発電された電力を購入することなどによって CO2 排出に

つながらない措置を取ることが必要であるとされている。 
 一般的には新築住宅の屋根にすべて太陽光発電パネルを設置したとしても、恒常的にそ

の家で消費する電力をそれだけで全て賄うとすれば相当の出力を要すると同時に夜間の蓄
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電設備なども必要とするためにコストもかかる。日照条件の悪い英国であることを考えれ

ば条件はさらに悪化することを考えれば、この ZEH や ZEB は現実的には不可能ではない

かという意見が英国内にあるのも事実であり、この政策目標がどこまで達成されるのか、

また、達成したかどうかの検証方法等についても懸念が残ることは否めない。 
 

英国政府の ZEH、ZEB 達成目標 

 

 

 
 

 
 

 
 
 実際にはこの英国の政策目標は法規制の中では比較的拘束力の弱い「code of practice」
として決められており、達成しなかった場合の罰則等も課されていない。しかし、こうい

った野心的な政策が本報告書第Ⅳ章でヒアリング対象にした英国の ENCOS 社など、新し

いビジネスチャンスを生んでいるのもまた確かであり、CCS や ZEB・ZEH などの低炭素

関連規制を産業振興とリンクさせて推進しようとする英国政府の姿勢が伺える。 
 
 
※ZEH、ZEB は資料によっては「ネットゼロエネルギーハウス」などと表記される場合もあるが、本

報告書では「ゼロエネルギー・ゼロエミッション」と表記した。 

全 て の 新 築 住

宅・学校をゼロ

カーボン化 

新築公共建築物

をゼロカーボン

化

全ての新築建築

物をゼロカーボ

ン化

2016 年 2018 年 2019 年 
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第Ⅱ章．欧州環境規制の国際的波及動向整理 

 
１．化学物質関連規制の国際的波及動向 

 
１－１．我が国の化審法改正に関する動向 

 
 我が国の化審法（正式名称は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律。本報告書

では化審法という表記を用いる）改正では、2010 年 4 月から改正第一段階として良分解性

物質も規制対象に組み込む、あるいは低懸念ポリマー確認制度の導入など、国際的な化学

物質規制との整合化が進められたが、2011 年 4 月 1 日からは改正第二段階に入る。 
 この第二段階からは 1t/年以上製造・輸入されている一般化学物質などについて製造量や

用途などを届出が必要になるほか、優先評価物質の指定等のステップに入ることになり、

影響をうける企業も増えることが予想される。 
  
化審法改正の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

環境省・経済産業省資料等を元に東レ経営研究所作成 

 
 改正化審法によって第一種・第二種の特定化学物質が特定され、これまでの第二種・第

三種監視化学物質は廃止されることになる。 

既存化学物質（約 20,600 物質） 

一般化学物質（推定7,000～8,000物質） 
1t/年以上製造・輸入物質は数量・用途を届出

新規化学物質 

年間製造・輸入
1t/超 

年間製造・輸入
1t/以下 

政令で 
指定 

低懸念 
高分子化合物

監視化学物質 
・製造・輸入実績数量・用途等の届出
・取扱事業者に対する情報伝達 

優先評価化学物質 
・製造・輸入実績数量・用途等の届出 
・取扱事業者に対する情報伝達 

ばく露・有害性等に基づく判断 
届出・審査（民間がデータ提出）

ばく露・有害性等に基づく判断

事前確認 
（製造・輸入可）

取扱状況報告要求 
有害性調査指示 

取扱状況報告要求 
有害性調査指示 

リスクが十分低いと認められない 難分解性・高蓄積性あり・毒性不明 

第一種特定化学物質 
・製造・輸入の許可制(事実上禁止) 
・政令指定製品（使用物質）の輸入禁止 
・物質及び政令指定製品の取扱基準適合、
 表示義務等 

第二種特定化学物質 
・製造・輸入予定/実績数量等の届出 
・物質および政令指定製品（物質使用製品）
 の取扱技術指針等の公表・表示義務等 

人・生活環境動植物へのリスクあり 人・高次捕食動物への長期毒性あり 
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 この中で、成形品メーカーにとって注意を要するものに第一種・第二種特定化学物質に

関する政令指定製品、つまり物質使用製品が新たに定められ、特定物質を使用した特定製

品は取扱技術指針の公表や、表示義務等が新たに加わることである。現在公表されている

政令指定製品の大半は接着剤や防腐剤、塗料といった、REACH でかつて言ったところの「調

剤」に相当する。ただ、ある第一種特定化学物質（2-(2H-1,2,3-ﾍﾞﾝｿﾞﾄﾘｱｿﾞｰﾙ-2-ｙ1)-4,6-

ｼﾞ-tert-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ）では、その物質を使用したヘルメットやラジエーターグリル等の自動

車部品、さらに管・浴槽等のプラスチック製品等々、機械製品や成形品が政令指定製品に

なっているケースもあることから、機械メーカーも第一種・第二種特定化学物質と無関係

ではあり得ないことは認識しておく必要があろう。 

  
 前頁の概念図を見ればわかるように、今回の化審法の改正にあたっては物質の有害性（ハ

ザード）を元にした化学物質管理ではなく、製造・輸入量やばく露可能性などと照らし合

わせたリスク管理の考え方が全面的に取り入れられている。 
 これらは基本的に REACH などと同じ考え方によるものであるが、これは REACH の影

響・後追いという見方で捉えるより、昨年度の報告書など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）に基づき、国際的な協調してリスクベースでの化学物質管理に軸足を移

したと考えるべきであるといえよう。 
 
 
１－２．中国 RoHS の動向 
 
 中国の化学物質関連の製品規制では、昨年度報告書でも「電子情報製品汚染抑制管理規

則」として触れた（昨年度同様、本報告書においても以下中国 RoHS と表記）の動向が新

たな動きを見せている。 
 中国 RoHS は 2007 年 3 月 1 日に施行され、2009 年には重点管理目録等のパブリックコ

メント募集もなされているが、2010 年 7 月 16 日には新たに「電子電気製品汚染制御管理

弁法」という名称で改めてパブリックコメントが募集されている。ここでは制度面でも新

たなものが取り入れられており、実質的にはこれまでの中国 RoHS が大きく改訂されたと

見なすことができる。 
 
 2010 年 7 月に新たに公表された中国 RoHS で規制対象となっている規制対象物質は次頁

に掲げた通りであり、「国家が規定するその他の有害物質」という記述で将来的に増える余

地を残す項目があるものの、現状では従来の欧州 RoHS と同じ 6 物質が規制対象となって

いる。 
 ここで問題になるのは、現在の段階では欧州 RoHS と同じ 6 つの物質が規制対象有害物
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質になってはいるものの、その含有閾値についての規定が明確にされていないという点で

ある。閾値が明確になっていないことが「使用禁止」あるいは「検出限界以下」の含有濃

度を要求しているとすれば、同じ物質を対象としていても実質的に欧州 RoHS より厳しい

規制ということになる。また、欧州 RoHS にある除外規定などもここでは設けられていな

いことから、例外なく一切の含有を禁止すると解釈できる。 
 
中国 RoHS の規制対象有害物質 

   ① 鉛          ⑤ ポリブロモビフェニル（PBB）   
   ② 水銀         ⑥ ポリブロモジフェニルエーテル（PBDE） 
   ③ カドミウム      ⑦ 国家が規定するその他の有害物質 
   ④ 六価クロム 
 
 これについては中国日本商会など現地の日本商工団体なども「免除製品と閾値の導入」

を要求しているが、現実問題として中国が一切の例外、一切の含有を認めないといったよ

うな、EU よりも厳しい RoHS 規制を制定するとは考えづらい部分もある。現在の公表段階

がパブリックコメントの募集であり、その結果を受けて今後細部の詰めがなされるという

前提に立てば、「免除製品なし、閾値なし」という現在の内容も「案」の段階におけるもの

だと捉えられる。 
 
 2010 年公表の中国 RoHS では新たに「汚染制御に関する国家標準・業界標準」や「汚染

制御基準達成製品目録」、さらに国による「汚染制度認証」といったように、これまでにな

い考え方が新たに導入されているが、上述のようにこれが案に近いものであるという前提

に立てば、細部の規定が明確になるまでにはまだ若干の期間がかかるものと予想される。 
 中国では中国 RoHS 以外にも「新化学物質環境管理弁法」の改正により、新規物質に関

しては登録義務が課せられるようになった。ここでもにほんの化審法改正などと同様に物

質の危険性をリスク評価で判断するという考え方が取り入れられ、REACH と同じように

1t、10t、100t、1,000t という t 数帯が設定されており、それぞれの量に応じた申告制度な

どが設定されている。 
 こういった動きは日本の化審法改正と同様、REACH 追随の動きという側面がないわけで

はないが、大きくは 2020 年の WSSD 合意目標に向けた動きと捉えることができるが、大

胆な規制の投入で EU の REACH が先行したことから、結果的には「後追い」的な性格を

帯びてしまっているといえよう。 
 
 我が国の機械産業にとって中国市場の重要性は年々高まっている。本項でも述べたよう

に中国においては化学物質管理に関する法規制整備が急ピッチで進んでおり、我が国機械

産業にとっては今後も十分な注意が必要であることは間違いないといえよう。 
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１－３．米国 TSCA に関する動向 

 
１）TSCA 改訂に関する動き 

 
 米国ではブッシュ政権時代に推進するとされた ChAMP（Chemical Assessment and 
Management Program：化学物質評価・管理プログラム）が、ブッシュ政権移行に伴って

中断し、現在は既存の化学物質登録制度である TSCA（Toxic Substances Control Act：有

害物質規制法）の改訂が焦点になっている。 
  
 オバマ政権後の新 EPA 長官が 2009 年 9 月、TSCA 改正にあたっての 6 原則を発表した

ことは昨年度報告書でも言及したが、その後 2010 年には上院・下院で TSCA 改訂に向けた

法案が提出されており、改訂法案では全ての化学物質を対象に 小限のデータセット

（minimum data set）の提出が義務付けられるなどの内容が盛り込まれている。 
 
TSCA 改正に向けた 6原則（昨年度報告書より再掲） 

 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 

 
 この改訂法案が今後議会での審議を経て修正等がなされると予想され、 終的にどのよ

うな形になるかはまだ未確定であるが、物質ごとのデータ提出、それに向けた物質別の企

業コンソーシアム形成などの考え方が盛り込まれていることから、EU の REACH に大き

く近づいた内容になる可能性が高いといえる。 
 
 また、後項でも触れるが、TSCA 改正に際する原則の中にグリーン・ケミストリーという

考え方が含まれていることも注目される。これと同様の動きは EU でも見られており、化

学物質のリスク管理というだけにとどまらず、化学産業のあり方自体を方向付けようとす

る世界的な動きの一つと考えることができる。 
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１－４．その他の国々における化学物質規制の動き 

 
 中国・米国以外の国々でも化学物質をリスク評価の原則に基づいて管理していこうとす

る法規制の整備・投入は相次いでおり、主な例を下表にまとめた。 
 

国名 法規制名称 概要 施行時期等 

韓国 有害化学物質管理法 2008 年の韓国 RoHS ですでに EU と

同じ6物質を対象に、同じ閾値で規制。 
左記の管理法では有害物質に対して

制限や禁止等の規制強化の方向。 

有害物質管理法は

2011年に改正・施行

の方向 

台湾 新規化学物質申告制度 新規化学物質を量に応じて通知もし

くは簡易申告、または完全申告。 
既存物質についても報告制度を拡充 

2011.6.1より申告開

始予定 

インド the e-waste Rules, 2010 インド版 RoHS＆WEEE。EU と同じ

6 物質を対象に、電気・電子製品での

含有と廃棄を規制 

現在は草案段階。

2012.1.1.施行の計

画 
その他の RoHS・WEEE 類似規制制定国・地域 
タイ、オーストラリア、アルゼンチン、米国カリフォルニア州 など 

経済産業省資料、（社）日本化学工業会資料等を元に作成 

 
 EU の REACH や我が国の化審法改正、あるいは前述の中国の新化学物質環境管理弁法

や米国の TSCA 改正等々、化学物質のリスク評価や物質データ・ばく露情報等の収集のた

めの規制強化はすでに述べたように REACH の影響が世界に波及したというより、2020 年

の WSSD 合意目標に向けた世界的な流れと考えることができ、今後も同様の動きが他の

国々で活発化すると考えるべきであろう。 
 ただ、EU が RoHS 指令を制定し、その後類似の法規制が続々と世界中で整備されている

のは国際的な共通目標に向けた動きというより、EU が先行して他国が追随したという側面

が強いことは否定できない。 
 
 電気・電子製品という特定の製品領域を対象に、特定物質を含有した製品の流通を許さ

ず、コンプライアンスの責任を実質的にサプライチェーンの末端にいる 終組み立てメー

カーに負わせるという方法論は、欧州市場という巨大マーケットの力を背景にしたデファ

クト・スタンダードづくりの端的な例といえ、EU 当局に環境規制で世界に先行することの

メリットを強く認識させた事例と考えることができよう。 
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１－５. 世界の化学物質管理の流れに関する考察 

 

１）2020 年目標に向けた流れ 
 
 前項までに触れたように、REACH をはじめ、我が国の化審法改正や中国・米国などで化

学物質情報の提出に関する規定を強化する動きが続いているのは、2002 年の WSSD 合意に

基づいて制定された国際化学物質管理戦略（SAICM：Strategic Approach to International 
Chemicals Management）に向けた世界共通の動きということができる。 
 2020 年という目標期限に向かって、化学物質管理をハザード（物質固有の毒性）評価で

はなくリスク評価（ハザードとばく露可能性の両側面からの評価）で行うという世界的な

流れが変わることは考えられないといってよい。 
  
 今後想定されることは、各国の化学物質管理規制強化に伴って REACH と同じような物

質情報の収集と当局への提出が国ごとに求められる可能性があるということで、これが現

実のものになった場合、実際に物質情報を収集・提供する立場にある企業サイドは REACH
の時と同様の対応を迫られることになる。 
 もちろん、既存化学物質に関するデータのかなりの部分は REACH の時に収集している

と考えられるが、全ての国が REACH と同じ基準・同じデータ提出を求めるとは限らず、

分析方法や基準などが少しずつ異なる形で各国から物質データを求められ、そのたびに新

たな分析を必要とし、新たな「同一物質コンソーシアム」を組むといった作業が必要にな

れば企業の負担は非常に大きくなるのは避けられない。 
 また、ヒアリング調査でも指摘されているように、今後各国で同じように物質情報提出

義務が課されると、基幹的なデータを持った一部の企業が何度もそれを使い、データを持

たない企業は何度もコスト負担を求められるといった事態が起きる可能性もある。 
 
 中国や米国などで今後どの程度の物質データ提出が求められるかは今の段階で予測はで

きないが、既存物質については主として数量データ提出でよい日本の化審法と違い、海外

の化学物質規制では今後 REACH と同じような対応を求められる可能性があることは留意

しておく必要があろう。 
 
 
２）グリーンケミストリーを見据えた流れ 

 
 グリーンケミストリーという言葉はこれまで廃棄物排出量の 小化やリサイクル推進、

あるいは有害物質放出の防止などにつとめる「環境にやさしい化学工業」を総称し、一種

の理念として用いられる場合が多かった。 
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 だが、昨年頃からグリーンケミストリーという概念を環境関連法規制の中に組み込む例

が現れはじめており、WSSD 合意を目指すというだけにとどまらず、今後はグリーンケミ

ストリーという観点から化学物質規制というより、化学事業活動そのものに対する規制が

なされるという可能性が見え始めてきた。 
 
 実際にグリーンケミストリーという理念に基づいた法規制整備を進めているのは米国カ

リフォルニア州であり、同州では 2008 年 12 月にグリーンケミストリー議案（California 
Green Chemistry Initiative Final Report）で以下の 6 つの勧告を発表しており、この勧告

に基づいていくつかの実務的な法律が制定されている。 
 
カリフォルニア州 グリーンケミストリー議案における勧告 

①汚染防止プログラムと製品スチュワードシッププログラムをさらに多くのビジネ

ス・セクターにまで拡大 
②グリーンケミストリーにかかわる人材の教育・訓練プログラム、研究開発、技術移転

を促進 
③州内で販売される製品の化学成分情報の営業機密保護を考慮しつつ、「オンライン製

品成分ネットワーク」を立ち上げる 
④化学物質の有毒性・有害性に関するオンライン・データベース「オンライン有毒物質

クリアリングハウス」を立ち上げる 
⑤人の健康と環境影響への影響が懸念される化学物質と、その代替物質を評価するため

の体系的・科学的プロセスを抄出し、より安全な製品の追及を加速 
⑥消費者向け製品の環境配慮に関する評価基準・評価ツールを開発し、「カリフォルニ

ア・グリーン製品登録システム」を立ち上げ、廃棄物を出さない循環型経済に移行 
出典：（独）中小企業基盤整備機構 HP の和訳を参考に作成  

  
 グリーンケミストリーという理念を具体的な環境規制に組み込むという考え方はカリフ

ォルニア州だけにとどまるものではない。すでに述べたように米国の TSCA 改訂に際する

基本原則の中でも「環境に配慮した化学産業（グリーン・ケミストリー）の奨励と、透明

性確保、情報アクセス強化」がうたわれており、今後連邦レベルでの法規制に発展する可

能性があることは否定できない。 
 
 一方、EU でも同じような考え方で、特に資源循環という側面を重視した「サステイナブ

ル・ケミストリー」という考え方を打ち出している。EU ではまだ具体的な法規制化の動き

はなく、むしろサステイナブル・ケミストリーという考え方を ISO9000 や 14000 などのよ

うに企業活動の指標として標準化しようという動きがあるとみられる。 
 我が国でも 2010 年頃から米国と EU の両方の概念を取り入れたとされるグリーン・サス
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テイナブル・ケミストリー（GSC：日本語での言い方では一般に環境共生化学）に向けて

NEDO や産総研などの動きが活発化しており、これは欧米での動きに呼応したものと考え

ることができる。 
 
 今後、グリーンケミストリーという動きの法規制化、あるいは国際標準化などの動きが

どのように進むかを予測するのは現段階では難しいが、化学物質管理という枠にとどまら

ず、副産物リサイクルや消費者への情報透明化などまで含め、化学事業活動そのものに対

して公的枠組みをはめようとする動きは今後も続くことが予想され、2020 年の WSSD 合意

に向けた流れとは別のトレンドとして注意を払う必要があろう。
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２. エネルギー・低炭素化関連規制の EU 外への波及動向 
 
 EU 以外の国々でも温暖化ガス削減に向けて、たとえば再生可能エネルギーの普及や省エ

ネ奨励策など、個々の施策は打ち出されているが、国際的な波及性・連動性をもったもの

となると、その動きは加速いうよりむしろ停滞傾向にあるといえる。 
 
 これは、2009 年と 2010 年の国連気候変動枠組み条約締約国会議、いわゆる COP15、
COP16 で 2013 年以降の「ポスト京都体制」の確立が実質的には 2 年連続で先送りされた

ことが大きく影響していることは確かであろう。 
 2009 年のコペンハーゲン（COP15）、2010 年のカンクン（COP16）ともに、細かい部

分、あるいは周辺部分での同意・採択には至っても、 も重要な 2013 年以降の温暖化ガス

削減に向けた内容決定には遠い状態にある。 
 結局、この決着は 2011 年に南アフリカで開催される COP17 待ちという状態になってい

るが、過去 2 年にわたって埋まらなかった先進国と途上国の主張のミゾが COP17 で埋まる

保証はない。こういった状況の中で京都議定書の延長という選択肢がここ数年現実味を増

しているのも確かである。 
 
 こういった国際的状況も影響し、たとえば我が国に関しては昨年から行方が注目されて

いた排出権取引制度、特にキャップ＆トレード方式を導入するのか、生産量原単位方式に

するのかといった論議も煮詰まってはいない状態であり、今後の展開も予想しづらい。 
 米国でも、自主参加型の排出権取引市場として 2003 年にシカゴ気候取引所でスタートし

た温暖化ガス排出量取引が 2011 年の 1 月末で中止された。この米国の排出量取引の中止は

ポスト京都議定書体制が決まらないことに加え、オバマ政権下での気候変動対策法案審議

が難航していることも影響しているとされるが、日本にしても米国にしても、排出量取引

や気候変動対策に関する取組みという点でみれば停滞傾向にあるのは否めない。 
 
 上述のように、当面は COP17 の結果がどうなるかが焦点となるが、現実的には先進国と

途上国を含めた国際的・包括的な CO2 削減枠組み確定の可能性があまり高いとはいえない

のも事実であり、米国・中国をはじめとした新削減枠組み策定を条件として京都議定書の

延長といった可能性もありえる状態になっている。 
 いずれにしても、我が国を含めて国際的な低炭素化の動きがどうなるかは、今後しばら

く政治的な動きが重要になる考えざるを得ず、産業界としてはその動向を注視しておく必

要がある。 
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第Ⅲ章．我が国企業・機関の欧州環境規制対応動向 

 

１. 国内ヒアリング先一覧 

 

 REACH や ErP その他欧州環境規制への対応状況や課題等の動向を把握するため、本調

査では以下の企業・機関にヒアリング調査を実施した。 
 

日付 ヒアリング先 
11/11 
（木） 

社団法人産業環境管理協会（アーティクルマネジメント推進協議会 JAMP） 
JAMP の提供する化学物質含有情報伝達用フォーマット（MSDSplus AIS）
及び標準化（国際規格等）動向についてヒアリング。 

11/26 
（金） 

電子部品メーカー A 社 
電子部品専業メーカー 
REACH 規則への対応、環境規制に対する社内組織及びデータベースについ 
てヒアリング。 

11/30 
（火） 

空調機器メーカー B 社 
空調機器製造メーカー 
REACH 規則への対応、環境規制に対する社内組織、欧州関連会社の動向に 
ついてヒアリング。 

12/7 
（火） 

株式会社 住化分析センター 
国内 大規模の分析・測定・調査の総合分析会社。 
ベルギー ブリュッセルに現地法人を設立、唯一の代理人サービスを提供。 

 
 以下にそのヒアリング結果をまとめたものを整理している。ヒアリングに際して得られ

た見解をまとめたものであることから、内容は一人称で記述しており、「当社」などの記述

はすべてヒアリング対象企業・機関自身を指す。 
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２．ヒアリング結果 

 

２－１. アーティクルマネジメント推進協議会事務局（JAMP）（社）産業環境管理協会 

 
１） 活動概要 
 

JAMP（アーティクルマネジメント推進協議会）はサプライチェーン間の化学物質含有情

報伝達用フォーマットである MSDSplus（Material Safety Data Sheet Plus）と AIS
（Article Information Sheet）の国内外の認知と普及を目指して活動しており、会員は 375
社（2011 年 3 月 10 日）である。 

MSDSplus は、国内法に基づく化学物質伝達フォーマットの MSDS では、REACH 規則

や RoHS 指令など海外の法律には則っておらず、それを補完するものとして位置づけてい

る。 
まず、川上の化学物質・調剤メーカーから、製品と一緒に MSDSplus で化学物質情報が

流れ、それを受け取った川中の部品メーカーが化学物質・調剤を加工し、情報も MSDSplus
から AIS に変換されスムーズに流れる、という形を JAMP では目指している。 

MSDSplus と AIS は、JAMP の会員・非会員問わず無償で JAMP ホームページよりダウ

ンロードできるため、正式ユーザー数は把握できていないが、 近、非会員の新規ユーザ

ーからの問い合わせが、週 30 件といったペースで事務局に届いているため、JAMP が提供

しているツールのユーザー数はかなり増えている実感がある。 
これまでは主に会員企業においてツールが活用されてきたが、会員から一次・二次サプ

ライヤーへとその利用が広がったのではないかと考えられる。また、国内に留まらず、JAMP
ツールを利用している日系企業の海外サプライヤーにおける JAMP ツールの活用もここ数

年で増えてきた。 
 
これまで自動車、自動車関連部品メーカーの間では、既に IMDS 及び JAMA/JAPIA 統

一データシートが自動車業界の共通データシートとして使われてきており、一方電気・電

子機器、関連部品メーカーの間では、グリーン調達調査共通化協議会（JGPSSI）が提案す

る JIG フォーマットが使われてきている。そのため多くの企業においては、会社でそれら

これらの 2 つのデータシートと JAMP ツールとを製品や顧客要求に応じて上手く使い分け

ていると考える。 
特に液晶などのメーカーの場合、液晶がカーステレオ（自動車の部品の一部）として使

われる場合には、IMDS 及び JAMA/JAPIA 統一データシートを使用して情報伝達を行わ

なければならず、液晶テレビとして使われる場合は、電気・電子機器の JIG フォーマット

にて顧客より回答が求められることもあり、必要に応じた使い分けが求められるため、そ

のデータの橋渡しとしても MSDSplus と AIS が機能していると考えている。 
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現在、AIS から JAMA/JAPIA 統一データシート及び JIG フォーマットといった既存の

フォーマットへの自動変換ツールの開発の検討が進んでおり、橋渡しツールとして更に強

化されつつある。ただし、AIS は法律に則った規制物質の情報のみの伝達（JAMP 管理対

象物質）でよいのに対し、JAMA/JAPIA 統一データシートは基本的には全組成成分の開示

が求められているため、AIS から JAMA/JAPIA 統一データシートへ変換を行う際には、必

要な情報を MSDS や自社データなどで補う必要がある。 
経済産業省などでは、情報伝達ツールを一規格として統一するための調査・研究事業な

どがあるが、必ずしも一つに限定される必要はないと考えている。無数にも及ぶ各社独自

のフォーマットが JAMP などの数種類の公的ツールに変わり集約されるだけでもユーザー

にとって十分メリットがある。むしろ業界によって要求される情報が異なるため、統一す

るよりも互換性を保ちながら共存していくのがよいと考えている。 
 
 

２） サプライチェーン情報伝達の仕組みのグローバル化 
 

ECHA が発行するガイダンスドキュメント「成形品に含まれる物質に関する要求事項

（Guidance on requirements for substances in articles）」の中に、産業界が使用している

「サプライチェーン上の情報交換のプラットフォーム」として IMDS、BOMcheck と並ん

で、JAMP が記載された。 
業界横断的に域外のサプライチェーンで既に有効に活用されている JAMP が構築した化

学物質情報伝達の仕組みは、ECHA に REACH 規則で要求されているサプライチェーン上

での情報伝達を支援する仕組みとして推奨されている。 
 
 

３） ISO26000 規格へ 
 
JAMP は、昨年 11 月に発行された社会的責任に関する指針となる ISO26000 規格の付属

書 A 社会的責任に関する自主的なイニシアチブ及びツールの例に、UNCTAD（国連貿易開

発会議）や UNEP（国連環境計画）などと並び、「製品含有化学物質に対する法的要件に適

合するように組織を支援するためのプログラム」として掲載され、社会的責任における化

学物質管理のイニシアチブ・ツールとして有用であることが認識された。 
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４） 製品含有物質管理情報ガイドランの JIS 規格化 
 
日本の産業を代表する電機電子、自動車、化学、鉄鋼、表面加工などの製造業会が横断

的に連携し、JAMP 及び JGPSSI が共同発行している製品含有物質管理情報ガイドランを

ベースとした製品含有化学物質管理に関する JIS 原案の開発を行っている。 
JIS 原案の開発にあたっては、上述した業界以外の業界にも実態ヒアリング等の意見聴取

を行っており、年内の規格発行に向けて原案作成作業を進めているところである。 
 

５） アジア諸国での MSDSplus、AIS の浸透 
 
JAMP では、平成 20 年度及び 21 年度に J-front 実証事業（JETRO）を活用して、JAMP

の各種ツール類の記載可能性及び使用有効性の実証を実施しており、実証の結果、両国に

おける導入・普及への期待が高まった。本年度においては、川上から川下までの全サプラ

イチェーンを対象に両国において、セミナー及び実務担当者向けの研修を行っており、ま

た、JAMP が提案する製品含有化学物質を適切に把握・管理・伝達する仕組みの現地専門

家（講師）を育成するための研修（日本への受け入れ研修（2 週間））を実施している。 
平成 20 年度より本格的に海外への JAMP の普及活動を実施してきたが、年を重ねるご

とにアジアでも確実に JAMP が浸透しているのを感じる。 
 
タイにはもともと電気電子系の会社が多く、RoHS 指令への対応に苦労された経緯もあっ

て、タイ RoHS アライアンスというボランタリー組織があり、積極的に欧州の化学物質規

制情報を収集する素地があった。さらに日本との取引も盛んなため、JAMP への関心・認

知は当初より高く、日本の企業が JAMP のツールを使って調査依頼をするケースも多かっ

たのがその理由といえる。 
 
2 年前のマレーシアでは「REACH 規則とは何だ？」という状況であったが、今年は

REACH 規則に対応するための JAMP というツールはどのようなものか？という一歩も二

歩も進んだ認識に変わっている。 
また、中国や台湾からも JAMP についての問い合わせが入ることが多くなってきている。

自動車業界の JAMA/JAPIA 統一データシートが完全に普及するまで 10 年かかったことを

考えると、ツールが正式リリースされてから 3 年なので JAMP の日本及びアジア諸国での

普及はかなり早いと感じている。 
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６） OR2IS（オーリス）について 
 
OR2IS（OR Related REACH Information Sheet）とは、商流に沿って輸入者情報、(予

備)登録番号、登録猶予期限、唯一の代理人、輸入数量等の情報を、多段階かつ複雑なサプ

ライチェーン上で正確に効率的に伝達するにはどのようにするかを考えたものである。必

要 低限の情報交換でポリマーや混合物の輸入者と全構成成分の OR とを紐付けすること

を狙いとしている。 
しかしながら、サプライチェーン上での川中事業者は、構成比（調合比率）や複社購買

などの企業秘密の情報を川下、川上の両者に知られたくないため、情報をそのまま流せな

い。一方で、商流の 初と輸入者は OR 情報や数量情報、登録情報を共有する必要がある

ため、川中事業者には情報が流れないようにしながら、川上と川下をつなぐデータベース

を構築していくのが現在の OR2IS プロジェクトであるが、まだ検証段階である。 
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２－２.  電子部品メーカー A 社 

 
 

１） REACH 規則の登録について 
 
当社は部品メーカーであるが社内調査の結果、７種類の物質を含む化学材料を欧州へ販

売していることが判明したため、２種類を仕入先に登録依頼し、残り５種類をドイツの現

地法人が登録する段取りとした。 
この５物質のうち４つはさほど大量に扱っているわけではないので、当社の登録期限は

まだ先であるが、SIEF に参加する段取りをつけている。可塑剤のフタル酸エステル類につ

いては、認可物質として指定されているため登録を行った。時間と費用をかけて認可を取

るか、当該物質の使用をあきらめて代替するかは現時点では明確に判断を付けていない。 
当社は素材メーカーでなく、専門の評価体制も持たないため、SIEF に対し提供できる情

報量が少ない。そのため情報を提供できる化学メーカー等よりも、登録に必要な費用負担

が大きくなる可能性がある。 
 
 

２） 化学物質管理システムについて 
 
今年1月に化学物質含有情報の収集をWEB経由で通じて収集する化学物質管理システム

を導入した。第１弾は、サプライヤーへの情報提供依頼とサプライヤーからの情報アップ

ロードを自動化するシステムである。今までは、入手した情報を手作業で組み込んでいた

が、本システムはサプライヤーから直接 WEB 上で登録してもらう仕組みとした。さらに現

在、収集した含有化学物質情報を、「当社製品」に含有されている化学物質の情報に変換・

管理・取り出しできるシステムを構築中である。このシステムでは、サプライヤーの部品

情報が変更されれば、その部品を使った当社製品の情報を連携して書き換える仕組みとし

ている。 
 
一般に化学物質を用いて成形品に変換する場合、化学反応や加工の途中で消失する現象

を伴うため、仕入先から入手した化学物質の情報をそのまま単純に積み上げても成形品の

含有情報とならない。物質変化の現象を考慮し、システムで把握・管理できるシステムを

構築する必要がある。 
情報の入手だけでなく、当社から川下のお客様に情報を伝達する際にも、当社の部品名

をキーに含有化学物質情報が簡単に取り出せる（主に AIS での出力を想定）システム作り

を進めている。 終的には、JAMP の IT システムを介して、お客様が自動的にデータ収集

出来るようにする予定である。 



－34－ 

欧州化学品庁に対し、年 1 回 SVHC の含有について報告する義務があるため、将来的に

は欧州化学品庁に提出するためのデータを蓄積し、自動的に作成出来るようなシステム設

計を考えている。 
 
 

３） 含有化学物質管理情報システムの必要性について 
 
これからは企業規模の大小を問わず、自社が生産する製品が含有する化学物質情報を包

括的に管理・把握しておく必要があると考えている。特に、サプライチェーンの川下側企

業から寄せられる含有化学物質の問い合わせに対する報告業務は、煩雑さに加えて処理作

業の負荷が大きく、蓄積している含有物質の情報とＩＴシステムを用いて合理化を図る必

要がある。案件毎に個別対応を繰り返すことも不可能ではないが、多品種の生産や多くの

顧客を抱えるメーカーでは現実的には間に合わない。また、今後 SVHC が増え、管理すべ

き物質が増えた場合に、個別対応や手計算ではまず対応出来ない。 
 
さらに個別の構成部品の SVHC 含有情報をサプライヤーから入手できたとしても、多数

の部品と材料から出来上がっている機器製品の中に含有されている SVHC の総量を導き出

し、その製品の欧州への輸出数量も把握しておかなければ、SVHC を年間量で把握して一

定基準を超えると届出を求める欧州化学品庁への対応が煩雑になる。通常、営業情報は、

このような物質管理情報とは分かれているため、販売情報と物質管理情報の 2 つをつなげ

る工夫が必要である。当社では欧州化学品庁への報告を見越したシステム作りをしている。 
一般的にサプライヤーとは納入物の変更点を管理する契約や合意を行う事が多く、製造

している部品の含有化学物質に変更があれば、その変更をトリガとして情報の変更点を把

握することができる。変更点の発生把握時点で連絡を受け、蓄積している納入物が含有す

る化学物質のデータを更新する。その更新をトリガに自社製品の含有物質情報を更新し、

顧客や当局への更新報告の実施（または報告値の更新）まで一気通貫に繋げる事で、適切

な精度を維持しながら、管理労務を抑制した含有化学物質管理を実現しようとしている。 
 
 

４） SVHC の届出／分母問題に関して 
 
成形品の 0.1wt%以上の重量比で SVHC が含まれ、さらにその物質の欧州圏への輸入量

が 1t を超えた場合、輸入者に届出義務が生じる。SVHC に関しては分母が変更されるので

はないかという懸念もあるようだが、AIS を使い SVHC の絶対量を把握していれば、例え

分母が「成形品全体」から「部品単位」に変わったとしても単純に計算する分母が変わる

だけなので、作業の上では大きな問題になることは考えづらい。 
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５） 調査フォーマットについて 
 
当社宛の含有化学物質調査のフォーマットであるが、国内は JAMA/JAPIA 統一シート、

JAMP AIS、JGPSSI の 3 つの汎用フォーマットが浸透し始めており、独自書式での問い合

わせは、まだ絶対量が多いが減少傾向にあると言える。原則的にお客様の書式に合わせて

報告を行うが、当社が情報伝達書式を選択できる場合は AIS を提案・推奨している。残念

ながら海外からの当社宛の調査様式は、まだまだ様々であり、汎用フォーマットへの集約

には至っていない。海外からは、RoHS/ELV 指令や REACH 規則への適合・遵法を保証す

る証明書のようなものを求められることもある。 
 
お客様によっては、同一部品についての含有情報を 2 つ以上のフォーマットで提出を求

められることがある。取引先から求められる書式で情報を保有したいという主旨だと思わ

れるが、独自でデータベースなどを持ちにくい中小企業だけでなく、大手でもそういった

対応の企業が数社存在する。同様にお客様から求められたときに、必要な情報をサプライ

ヤーに頼み、寄せ集めてデータを作成している企業もあるようだ。 
AIS で BOMcheck のデータ補完が出来るため、BOMcheck への直接の対応はおこなっ

ていない。AIS も BOMcheck も IEC62474／IPC1752 に準拠するように対応されるはずな

ので、互換性は保たれると考えており、今後も当社では BOMcheck を使うことはないと考

えている。 
 
 

６） RoHS 指令の改正に関して 
 

①ナノ物質の扱い 

量の程度はあるものの一般に粉状の化学物質には、ナノに相当する粒形が含まれると想

定できる。粒形コントロールをしても存在する可能性があるため、「ナノ材料」としては使

用していない認識であっても、「全くない」と言い切れるのか、それとも「ごく微量存在し

ます」と言うべきなのか、判断が難しいところである。 
日本国内で使われているナノに関する指針・ガイダンスに照らし合わせると、当社では

「ナノは使っていない」と言える。「ナノ」については、扱い方が難しいのではないだろう

か。 
 

②それ以外の禁止物質に関して 

終的に見送られたようであるが、欧州議会から提案された RoHS 指令の禁止候補物質

は、臭素系有機化合物、塩素系有機化合物、アンチモン化合物、フタル酸エステル類、砒

素、ベリリウム等々、電子部品を作る／製品を安全に使う上で必要な物質が多く候補に挙
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がっていたため業界にかなりの衝撃を与えた。 
RoHS 指令の規制を受ける 終製品メーカーが上述の問題に気づいていないこともあり、

川中の部品メーカーから積極的に発信をし、業界団体を通じて欧州議会へ働きかけた。 
 
 
７） サプライチェーンでの情報伝達について 

 
RoHS 指令では禁止対象物質が 6 つのため、 悪の場合でも川下の 終製品メーカーで調

査をすれば含有の有無を調べることが出来る。しかし、REACH 規則では調べるべき対象物

質の数も多く、川上からきちんと情報を共有していくことが必要となる。サプライチェー

ン上での情報が途切れることを も恐れるため、情報伝達に後ろ向きであれば、取引自体

を見直される可能性も否定出来ない。 
 
情報伝達書式は JAMP AIS や JAMA/JAPIA 統一シート、JGPSSI などにある程度集約

されつつあるものの、使い方を十分に理解していない企業も少なくないようである。ツー

ルを活用しさえすれば自動的に情報が流れるわけではなく、目的や使い方を川上・川中・

川下がそれぞれに理解していないと機能しない。自動車業界や電機・電子機器業界では、

以前から共通汎用フォーマットを用いた情報伝達がされており、また川下の 終製品メー

カーが中心となって、使い方や目的を説明されてきたが、そういった活動が十分でない業

界も散見される。特に情報を要求するサプライチェーンの川下側に位置するメーカーから

川上側の取引先に対してきちんとした説明をする必要があるだろう。またサプライチェー

ンの川上側企業は、必要とされる情報を円滑かつ途切れることなく伝達してゆく意識が大

切である。 
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２－３.  空調機器メーカー B 社 

 
１） REACH 規則対応について 

 

REACH 規則を含め、諸外国の環境規制への対応に関しては、当社の CSR・地球環境セ

ンター、グローバル戦略本部という部門と事業部が中心となって行い、世界 5 局（日本、

欧州、アメリカ、中国、アジア）が連携して対応している。 
特に REACH 規則については、欧州中心に開発部門や調達部門、化学部門も含めた関係

者で構成される「REACH 連携会議」をテレビ会議で頻繁に行い、必要に応じて欧州に集ま

り対応を審議してきた。REACH 規則は欧州の規制であるものの、当社製品の開発や調達は

日本及びアジア諸国などグローバルで行っているため、関係者がコミットしていくことが

必要であった。 
SVHC 対応などの重要な判断については、「REACH 連携会議」だけではなく、その上位

会議である「製品環境会議」で大きな方針を決めるようにしている。たとえば、SVHC や

環境への影響が考えられる物質については、原則使用中止の方向で進めているが、喫緊で

代替物質がないものについては、2 年を目処に中止する等といった大きな方針を提示するよ

うになっている。その後の細かい実現性の検討は「REACH 連携会議」で行われる。 
当社は空調機器の製造を行っているが、冷媒や化成品などの化学物質を取り扱う化学部

門もあり、この部門が素材の REACH 規則対応を進めていたため、他のメーカーに比べる

と素材の上流側の仕組みと機器の下流側の仕組みが同時に理解しやすい環境であり、

REACH 規則対応全般が楽になったように感じている。 
2008 年当初、REACH 規則の全容が見えなかったときは、何をすべきか分からず大変だ

ったが、規則の枠組みがはっきりし、当社の基本方針・スタンスが明確になった現在では

頻繁に会議を開かずとも、各担当部署が適切に判断し行動できるようになってきた。化学

部門が素材や REACH 規則全般に関する情報を流し、欧州担当者、開発、調達はその情報

をもとに実現性を盛り込んだ対応策を考える等、連携が取れている。 
欧州への輸出に関しては、複数あった窓口ルートを在欧関連法人 2 社に絞込み、それ以

外のルートを使わないようにグループ内で徹底した。その他こまごましたものについては、

輸出を行う商社に責任を持ってもらうこととした。 
 
 

２） ErP 指令について 
 
省エネ規制は各国で特徴があり共通項がないため、REACH 連携会議のようなグローバル

ではなく、現地法人と開発部隊を中心に小規模で関係者を集めて話し合ってきた。 
例えば当初の EuP（現 ErP）規制は、COP 規制つまり足切り規制と言える。日本の空調
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機器はインバーター制御で年間のエネルギー効率を重視した設計になっているのに対し、

EuP 規制では、定格点での能力評価を重視した設計になっていた。そのため日本の空調機

器が相対的に不利な評価を受けてしまう状態であった。しかし、過酷な高温や低温下など

のピーク時だけの効率評価規制が適切な規制とは考えられないため、技術情報を元に JBC
や EPEE など業界団体を通じてドラフト段階から EU 委員会に働きかけた。 
また当初の ErP 規制は、ルームエアコンや商業用エアコンにおいて小型から大型まで同

じ基準の規制であった。日本製品の空調機器の特徴として大型になれば効率が下がるもの

が多く、そのような実態についても説明し、理解を得た。もちろん、いずれ大型も小型と

同程度の効率になるよう性能を上げていく必要があるとは考えている。 
欧州の規制対応において当社にとっての大きなメリットは、EU 委員会と直接的なつなが

りがあることである。現地法人がベルギーにあるため、EU 委員会と当社の担当者とののコ

ミュニケーションが可能となり、当社の意向が比較的反映されやすい環境にあったようだ。 
 
 

３） 海外の環境規制対応全般について 
 
当社は、環境規制対応への大方針を決めた後は、各国の担当者の裁量で行動をすること

が多い。また、必要なロビー活動（現地ではコンサルテーションと言われる）も積極的に

行う。ErP 規制への当社の意向の反映や、欧州でヒートポンプが再生エネルギーとして認

定された際など、当該国のキーマンとの会議、積極的な技術・市場情報の提供、諸外国の

状況の共有といった、ドラフト段階からの小まめな働きかけがあって実現した。 
拠点毎に、各国の空調機器業界のキーマンとなるような学者や政策担当者と頻繁に会議

を行い、当社ネットワークの裾野を広げる活動をしている。海外の規制対応においては、

各国のキーマンに情報提供し、協力を頂きながら、日本の空調にとって不利にならないよ

うな規制になるよう働きかけている。グローバルな環境規制への対応については、会社も

各拠点の担当者も随分慣れたと言えるだろう。 
 
中国でも同様である。中国の環境省や業界関係者とのミーティングも頻繁に行っている。

中国の空調産業を成長させるためにどのようなことをすべきかという視点で、中国のキー

マンに技術情報を提供し、当社との関係を強化している。 
中国の空調市場の成長は著しく、一方でエネルギー消費量の増大、冷媒使用での温暖化

など、問題はたくさんある。当社の利益にこだわらず、日本の空調技術を紹介しながら、

中国で何が出来るか？何をすべきか？という討議をすると、様々な意見が自由に言えるフ

ラットな関係が構築できる。売り込みの営業のスタンスではなく、中国の市場のために出

来ることを相互に話し合い、当社から情報を提供しながら、中国のニーズや参入障壁を理

解し、当社の製品開発に活かしている。 
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当社の空調機器の欧州シェアは高く業界内でも比較的大きな影響力を持っているが、中

国ではシェアが小さいにも係わらず当社が大きなプレゼンスを獲得できている理由の一つ

が、中国の関係者との密な協力関係によるものだろう。それが製品のブランド力にも貢献

していると思う。ISO や IEC など規格規制全般については、欧米諸国が中心となって進め

ていくのは間違いないが、市場規模の問題もあり、中国やインドの意見を無視した規制を

作ることができない。欧米諸国が 5 年、10 年かけて変更作成してきた規制を、現在の中国

の成長スピードを持ってすれば、国内法であれば 1 年単位で作成・変更するだろう。その

ため、今後グローバルで生き残っていくためには、今の段階から中国の動向にしっかりつ

いていくことが求められる。 
 
今の時代の事業は単に売るだけではなく、規制とどのように付き合うか？互いに

Win-Win であるような関係に作り上げていくことが求められる。 
諸外国で作られた規制にただ従うのではなく、本来の目的に添った規制を一緒に作り上

げ、企業としてどのように行動すべきかを考えるのがこれから必要とされる事業展開では

ないだろうかと考えている。「当社が困るので規制を緩和して欲しい」という要望ではなく、

「本来の目的に添った規制はこのようなものです」と提案し、現地の状況に合致した規制

を作る。そのための情報や技術が足りなければ提供することもメーカーの重要な役割であ

ろうと考える。 
 
 
４） 注目している環境規制 

 
当社で今危惧している環境規制が、欧州のポスト F ガス規制（冷媒規制）である。 
2007 年施行、2011 年に見直し予定であり、当社にとって厳しい規制とならないように大

規模なロビー活動を行っている。 
空調機器で現在使用している冷媒を代替するとなると、空調の効率が極端に低下する、

機器が大きくなるなど、様々な問題が生じる。正しい選択が行われるように動向を見守っ

ている。 
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２－４．株式会社 住化分析センター 

 
１） REACH 規則におけるフェーズ I 登録 

 
当社は、REACH 規則の唯一の代理人サービスを行うベルギーのブリュッセルに現地法人

SCAS Europe SA/NV を 2007 年に設立し、その法人を通じて、2010 年 11 月 30 日が期限

の 1,000t 以上の製造・輸入化学物質及び発癌性などの有害性物質の本登録を行った。 
本登録を進めるにあたっては、SIFE あるいはコンソーシアムの課題が浮彫になったケー

スもあった。SIEF の運用前から懸念されたようにデータ保有者の力が強く、金額的にかな

り強気の条件が提示され、11 月末の登録期限間際には、相当な高額を支払わざるを得なか

ったところもあったようだ。しかも、そのようなデータの中には、10 年以上、20 年以上前

の古いデータであることも少なくなく、中身を精査できないまま支払ったところもあるの

ではないだろうかと推測された。ECHA は、データがある場合は重複して動物実験を行う

ことを禁止しているため、仮に古いデータであっても、「ある一定以上の評価ができる」と

して認められるケースもあると推察できる。 
 
REACH 規則に則った登録は、同一の物質については 1 つのフルドシエーを先導登録者

が先行して申請し、同一物質の他の登録者は、共同登録者として先導登録者のドシエーを

引用して、登録申請を追行することが原則である。先導登録者になったメーカーや唯一の

代理人はドシエーを作成する過程でかなり苦労があっただろうが、ドシエーを構成するデ

ータを自由に選択できるというメリットもある。これから登録が求められる 1,000t 未満の

共同登録者は、先導登録者のドシエーを引用でき、フルドシエーを作成する手間が省ける

利点もあるが、必ずしも自分たちの用途が登録されているとは限らず、先導登録者のドシ

エーでカバーされていない場合、必要な情報を追加していくことになる。しかしながら、

先導登録者のドシエーの中身やデータのコアとなる部分が不明のまま、新しく用途情報を

加えていくことになるため、共同登録者が必ずしも楽に相乗り出来るわけではなく、先導

登録者とコミュニケーションをとらなければならない。その際、かなりの手間がかかるこ

とも予想される。更に、ドシエー自体もつぎはぎになるため、一貫性のある文書になるの

かは疑問が残るかもしれない。 
 
 

２） 世界的な化学物質規制の流れについて 
 
欧州の REACH 規則以外でも、2020 年の国際化学物質管理に関する戦略アプローチ

（SAICM、サイカム）の達成を目指して、REACH 規則を手本に各国で化学物質規制が整

い始めており、米国の TSCA や日本の化審法の改正など、化学物質の製造、輸入について
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は様々な規制やルールが変更もしくは新しく出来始めている。 
諸外国の法律に沿って対応するためには、既存・新規を問わず、当該物質のデータを確

保しなければならない場合が今後増えてくる。 
 
仮に、REACH 規則対応のためにデータが使えたとしても、そのデータ使用の範囲は、原

則 REACH 登録のみであり、それ以外の規則への使用は認められないケースが多い。つま

り、高額なデータ使用料を支払ったとしても、データ所有者以外は、REACH 規則の登録申

請以外の目的でデータを使えないため、今後もデータ要求には悩まされることになるだろ

う。2010 年の登録期限間際では、データ所有者との使用交渉が出来ないまま、データ使用

に関する契約に署名せざるを得なかったのではないだろうか。このような流れの中、デー

タを持たない企業に比べて、データを持つ企業はデータそのものが価値を持ち、商品とな

りうることを実感し始めたのではないだろうか。 
化学物質規制への対応はもはや避けられないものになっているが、成形品メーカーにと

っては、規則の枠組みの中に成形品を規制する規則がなければ、化学物質規制について特

段注意すべきことは少ないと考えてよいだろう（成形品を使用中に物質から曝露される場

合は、注意が必要である）。 
 
しかし、REACH 規則で規定されているように、成形品に有害物質がどの程度含まれてい

るかという情報の管理が求められている成形品メーカーの場合は、今後製品のライフサイ

クルの 後である「廃棄」においても責任が重くなると考えられる。廃棄の規制対応も視

野に入れた上で、含有する有害化学物質の情報を把握せねばならないだろう。 
REACH 規則をはじめ、世界の化学物質管理は、ハザードベースからリスクベース（ハザ

ードがある物質でも使い方によっては安全であることを確保）に移行しながら規制強化の

方向に向かっている。メーカー各社の責任が重くなる一方で、サプライチェーン全体を介

した化学物質の安全情報を共有する仕組み必要がある。商社もサプライチェーンの一つと

して、輸入者の責任が問われる時代になっている。単に販売機能のみではいられず、扱っ

ている製品の安全情報を正確に把握・管理し、川下に伝える義務が生じている。商社も今

後益々川上や川下と緊密に連携し、化学物質管理には敏感にならざるを得ないだろう。 
 
 

３） 今後の事業展開について 
 
当社は、アジア諸国、特に中国を中心に化学品規制に関するコンサルティング事業を拡

大する予定である。欧州での REACH 規則対応の唯一の代理人サービスを行う現地法人を

拠点とし、日本から諸外国への輸出時のコンサルティングはもとより、海外の企業から日

本への輸入の際の化審法対応や、諸外国への事業展開の際の化学品規制対応など、コンサ
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ルティングサービスのグローバル化を図る。 
 
現在、韓国・台湾・中国・フィリピン・インドなどで提供しているが、さらにフィール

ドを広げるため世界各国の現地コンサルティング会社との業務提携等を積極的に進め、基

盤強化を行っている。 
グローバル企業が事業を展開する場合、ある一つの国のみで製品を上市するということ

は考えにくく、戦略的に複数国で事業を展開することが圧倒的に多い。当然、上市の際に

は各国の法制度に則った対応が求められるが、グローバル企業であっても刻々と変化して

いく各国の化学物質規制に適切に対応できている企業は少ない。上市する国によって化学

品規制が異なるケースもあるため、共通に利用できる物質のデータを保有しているだけで

は対応が難しく、指定された条件で新たにデータを取らなければならないことも考えられ

る。また、既に展開している国であっても、規制が変化すれば、それに応じた対処が求め

られる。 
 
海外展開を行う企業の場合、通常は現地それぞれのコンサルタントと個別に契約し、化

学品規制の対応をしている企業がほとんどのため、非常に手間がかかり、今後さらに煩雑

化することが予想される。そういった個別に行わなければならない煩雑な手続きを当社が

窓口となり、試験受託の拡大や、法的対応、コンサルティング業務を提携している現地コ

ンサルティング会社と行うことで、お客様に付加価値的なサービスを提供できると考えて

いる。 
化粧品や食品添加物、農薬など、対象業務の多品種化にも取り組み、日本やアジア各国

からの依頼はもちろん、欧州企業からのアジア複数国申請の受注も拡大していく。 
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第Ⅳ章．海外現地動向調査 
 
１. 欧州現地調査日程とヒアリング先一覧 
 

日付 国・都市 ヒアリング先 
11/15 
（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) 
ドイツの機械産業を統括する業界団体であり、REACH 等の環境規

制へのドイツ機械工業の対応状況等に関しヒアリング。 
ドイツ 
ｳﾞｨﾈﾝﾃﾞﾝ 

KÄRCHER 社 
高圧洗浄機で世界のトップメーカー。化学物質規制や省エネ規制に

対する現地機械メーカーの対応状況に関してヒアリング。 

11/16 
（火） 

ドイツ 
ﾉｲｲｰｾﾞﾝﾌﾞﾙｸ 

日系化学メーカーA 社ドイツ法人 
日本の大手化学メーカーA 社のドイツ法人であり、REACH 登録等

に際しては日本本社の欧州内唯一の代理人機能を果たす。 
ベネルックス三井物産（株） 
三井物産のブラッセル法人。ヒアリングに際しては同社メンバーの

他、欧州本社 REACH 担当部署から参加。 

11/17 
（水） 

ベルギー 
ﾌﾞﾗｯｾﾙ 

日本機械輸出組合ブラッセル事務所 
日本機械輸出組合の欧州事務所。JBCE（Japan Business Council in 
Europe：在欧日系ビジネス協議会）と連携しながら欧州での情報収

集、現地ロビー活動等を行う。 
CBI（Confederation of British Industries：英国産業連盟） 
英国内の業種別産業連盟などを統括する総合的な産業団体であり、

位置付けとしては日本における経団連などに相当。英国産業界の欧

州環境規制対応全般に関してヒアリング。 

11/18 
（木） 

英国 
ロンドン 

Carbon Trust 社 
英国政府系のコンサルタント会社であり、低炭素活動に取り組む英

国内企業に対する支援のほか、低炭素取り組みに対するインセンテ

ィブの仕組みづくりも実施。英国の低炭素施策等に関しヒアリング。

CO2 Sense 
ヨークシャー地域における CCS 計画の推進機関。CCS 事業展開の

現状や今後の見通し等についてヒアリング。 

11/19 
（金） 

英国 
リーズ 

ENCOS 社・SRS 社 
ENCOS 社はリーズ大学からのスピンアウト企業、SRS 社は大学系

ベンチャーに出資するインキュベート企業。 
 
 以下にヒアリング結果をまとめたものを整理している。ヒアリングに際して得られた見

解をまとめたものであることから、第Ⅲ章と同様、内容はすべて一人称で記述している。 
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２．現地企業・機関ヒアリング結果 
 
２－１. VDMA 
   （Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau e.V.：ドイツ機械工業連盟） 
 
１）EU 環境規制と VDMA の基本スタンス 
 
 REACH や RoHS、あるいは ErP などの環境規制はその目的や主旨に反対する者はおら

ず、VDMA としてもこれら化学物質リスクの低減や省エネ・節電といった規制の目的には

賛同している。ただ、規制を検討する EU 理事会は環境保護団体などを含む様々な意見を

取りまとめる必要があり、そういった取りまとめを行う政治家たちは基本的に技術に関す

る知識を持たない。従って、時には規制内容が現実的に対応できないようなものになって

しまう可能性が常にある。 
 従って、VDMA などの産業団体は実際の事業を行う立場から「技術的に実現可能な環境

規制」の実現を働きかけなければならず、これまで同様、今後も必要に応じて EU 当局へ

の働きかけを進めていく方針である。 
 
 
２）REACH 規則に関する状況と見通し 
 
①機械業界の置かれた状況 
 物質の登録のほとんどは材料メーカーの対応する領域であり、特に 11 月末に期限を迎え

る 1000t/年以上物質の登録に関して機械メーカーが苦労するという局面はほとんどないと

言ってよい。ただ、業界内で川下→川上に対する含有物質問い合わせ、あるいは REACH
遵守に関する確認などはむしろ増加傾向にある。 
 特に煩雑なのは含有物質や REACH 遵守に関する問い合わせに対し、必ず書面で返事を

するように求めるようになったことで、川中メーカーなどはその対応に非常に苦慮してい

る。 
 
 微量物質の含有情報などについて、いちいち分析して確認することが現実的でない以上、

これまではサプライヤーとユーザーとの間の信頼関係をベースに成り立っていたが、

REACH によってこういった信頼関係は壊れた部分がある。 
 川下ユーザーとしては自社で責任を負いたくないためにサプライヤーに対して書面での

確認を要求するようになり、極端な例では顧客から 253 物質の含有に関して書面で回答し

ろと要求され、困惑して VDMA に相談してきたといった例もあり、明らかな過剰反応、

REACH による弊害とも言える。こういった相談に対しては昨年示したような一種の模範解
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答として「含有物質について今はわからない」「わかったら教える」といった対応で良い、

とアドバイスしている。 
 こういった川下→川上企業に対する含有物質確認の問い合わせが特に多いのはドイツの

ようで、イタリアやスペインなどの企業は対応状況もかなり緩いと聞き、国民性の差も多

少影響しているかもしれない。 
 
②REACH 規則の見直しに関して 
 2012 年に予定されている REACH 規則の見直しに関しては、今のところ 2011 年の 8 月

までに 初のドラフトが発表されることになっているが、まだ情報は少なく、VDMA とし

ても大きな関心を持っている。この見直しで REACH 運用面の不明確だった部分、あるい

は条文解釈上“グレー”だった部分が明確化されるといったことが期待されるが、懸念される

問題としては SVHC 含有に関する分母が現在の「成形品全体重量」から変更されるかどう

かが焦点の一つになりそうだという点であろう。 
 
機械業界としては含有濃度を決める分母については現行のままがいいというスタンスで

はっきりしているが、現行のままになるかどうかの見通しは不明であり、変更になるとす

れば可能性は二つある。 
 一つは RoHS と同じように均一物質（ホモジニアスマテリアル）が分母になるという可

能性であるが、これは機械業界に膨大な時間と労力を強いる上、現実問題として正確な算

出が不可能に近いものであると考えており、仮にそういう方向が打ち出されれば業界とし

て当然反対の声をあげることになる。それに、このように非現実的な規制が成立すると、

産業立地エリアとしての EU の魅力自体を損ねることにもつながるだけに、EU 行政当局が

そこまで産業界に対して厳しい規制を課すことができるのかという疑問もある。 
 
 もう一つの可能性は均一物質と成形品全体のいわば中間にあたる「コンポーネント（部

品）」を分母にするというものである。 
 成形品の分母については REACH 条文の脚注にドイツを含む 6 カ国が賛同していないこ

とが記されており、今回の見直しでもこの部分が争点になった場合、いわば妥協の産物と

して上述の「コンポーネントを分母とする」ことで決着することも考えられる。ただ、そ

の場合でも「コンポーネントの定義は何か？」といった部分でまた込み入った論議を呼ぶ

可能性はあり、いずれにしても機械業界としては現行のままが も望ましいというスタン

スは変わらない。 
 
③EU 当局に対する要望事項 
 REACH に関して VDMA から EU 当局への現在の要望点としてはまず SVHC が挙げら

れる。SVHC は現在半年おき程度のサイクルで 10 物質程度が追加されているという経過を
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たどっているが、このような“小出し”にしなければならない理由はない。 
 我々としては、（仮に SVHC が 1500 物質であるとするなら）1500 物質を一度に発表し、

一斉に調査・確認した方が対応しやすいと考えており、そのような要望も出している。も

し何らかの理由で“小出し”を続けていかなければならないなら、届出の猶予期間を半年では

なく 1 年程度は確保することが望ましく、これもまた同様に EU 当局に対してリクエスト

している。 
  
 認可・制限物質に何が加わるかということも大きな問題であろう。EU 当局ではヒ素、あ

るいはガリウムヒ素を禁止あるいは制限物質にするような動きがあるのも事実で、ブラッ

セルでこのことが話題にのぼっている。 
 仮にヒ素類の使用が大幅に制限されれば、半導体素子などを作るメーカーは極めて大き

な影響を受けるのは避けられない。上述のようにヒ素類の規制強化についてはまだ「そう

いう動きがある」という程度のもので、これがどうなるかはまだ不透明であるが、VDMA
としてもその動向は注視していきたいと考えている。 
  
 
３）RoHS 指令の改正に対する見解 
 
 RoHS 指令の改正に関してはまだ 終的に明確になっていない部分もあるが、オープン・

スコープの考え方が取り入れられることで、基本的にはほとんどの電気製品が規制対象に

なるという方向性で進むことは確実であろう。 
 ただ、「基本的にほとんどの電気製品」と言う以上、例外もある。何を RoHS 規制のオー

プン・スコープ対象外にするかという点については VDMA からもかなり EU に働きかけを

行った部分であるが、現在の見込みではプラントそのものやプラントの中の空調設備など

は例外扱いになる見込みである。 
 また、これまでの RoHS 指令で対象かどうかのグレーゾーンであったものを今回の改正

ではっきり例外扱いになる可能性のある製品もあり、たとえば業務用の清掃器具・洗浄機

などは例外になる公算が大きい。 
 再生可能エネルギー機器を RoHS 指令で同扱うかも論議の的であったが、現在の見込み

では風力発電は「規制対象内」、太陽光発電は「対象外」になる可能性が高い。ただ、太陽

光発電が RoHS で規制対象外になったとしても、WEEE の方では例外扱いを受けないとみ

られており、RoHS と WEEE の整合性という面では問題が残るところもある。 
 RoHS の禁止物質が現在の 6 物質から増えるかどうか、あるいは禁止候補物質が 4 つに

なるか 37 になるかといった問題については現在 EU 当局内で 終調整が進んでいるところ

であり、確たることは言えないが、見通しとしては禁止物質については現行の 6 物質のま

まになる可能性が高いのではないかと見ている。 
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４）ErP 指令の問題点に関する見解 
 
①ErP 指令の規制範囲拡大に関して 
 EuP 指令が ErP 指令になり、「使用機器」だけではなくエネルギー関連機器が規制対象

になったことで、産業界にとっては対応が難しくなったのは確かであろう。しかし、EuP
指令の頃のように節電のための基準であれば基準が比較的明確であり、問題は少なかった

が、ErP 指令になってからは規制対象範囲が広くなりすぎ、かえって現実的ではない規制

になりつつあることを懸念している。 
 たとえば、製品のライフサイクルでのトータルエネルギー消費を規制するとしても、あ

る製品の製造プロセスから消費段階、さらに廃棄でのエネルギー消費までを数値化できる

とは考えづらい。 
 モノによっても異なるが、一般に機械の消費エネルギーは製造段階が 5％程度、使用段階

が 95％程度と言われており、使用時に消費される電力などの方が圧倒的に多い。しかしそ

の消費量は実際にはユーザーの使い方によって大きく異なるのが当然であり、それを一元

的に数値化することはできない。ましてや廃棄・リサイクルに伴うエネルギー消費となる

と製造メーカーのコントロール範囲外である。 
 現在の ErP 指令はそういった、やや非現実的なところまで踏み込んだ規制を目指してい

るようであり、それが現実のものになれば産業界にとっては困難がまた一つ増えることに

なる。ErP 指令では電力などのエネルギー消費に加え、製造時あるいは使用時・廃棄後の

水の消費量までが問題になる可能性が指摘されているが、もし本当にそうなった場合、省

エネ規制としてどこまで現実的に機能するのか疑問である。 
  
②規制の要求レベルに関して 
 たとえばモーターの例でいうと、ErP 指令の要求する省エネレベルを達成しようとする

と、どうしてもレアアースを用いざるを得ないといった問題が発生している。ご存知のよ

うにレアアースは資源保有国が限られており、レアアース輸入に依存した製造活動は企業

にとって大きなリスクになる。 
 ErP 指令が求める省エネという理念自体に反対する気はないが、要求レベル達成のため

に新たなリスクを発生させるような規制では産業界にとってはもちろん、消費者にとって

も結果的にはマイナスにつながる。 
 
 
５）REACH と ErP とのコンプライアンスに関して 
 
 REACH に関しては国ごとに罰則が定められており、すでに査察も実施され、摘発された

事例もある。一方、ErP 指令も同様に罰則が存在しており、意図的なごまかしなどに対し
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て適用されることになっている。ただ、同じように罰則があるとはいえ法的性格の違いか

ら REACH と ErP の「厳しさ」には若干の差がある。 
 REACH については企業がどんなに意図的なごまかしをしようとしても REACH 登録番

号を勝手に取得することは出来ないし、予備登録・本登録などのたびに ECHA にコンタク

トしなければならないので、ミスが発覚しやすい。 
 
 一方、ErP の場合、適合製品には CE マークを付けることになるが、この CE マークは役

所などから交付されるわけではなく、いわば自己申告制で付けられる。従って、非適合製

品に CE マークを付けて販売することもさほど難しいことではないし、適合かどうかを検証

しようとすればかなり難しいのも事実である。 
 こういった意図的違反が行われた場合、同業他社などから密告されるというリスクもあ

るが、EU においては密告する側にもリスクがないわけではない。違反を当局に密告するか

どうかを同業他社同士で相談したりすれば、その行為がカルテル法にひっかかるといった

可能性もないとは言い切れない。EU では 近、主要航空会社 8 社がカルテル法違反で 8
億ユーロの罰金を課せられるといった事件があり、企業サイドも過敏になっている。 
 ErP 指令に関しては国ごとに監査機関の設置が求められているが、リトアニアなどのよ

うに監査機関の設置が遅れている国もあり、EU 内でも ErP 指令遵守の厳格性については

バラつきがあるというのが実態である。 
 
 
６）その他の EU 環境規制・規格等の現状と見通し 
 
①“省エネ ISO”に関して 
 欧州では ErP 指令とは別にエネルギーマネジメントに関する標準規格、エネルギー版の

ISO を作ろうという動きもある。これは ISO50001 規格で、遠くない将来に発効すること

になると思われる。 
 環境マネジメント規格である ISO14000 も、1995 年に出来た当時はその普及がどこまで

進むか予想がつかなかったが、結果的には世界的に広く普及するに至った。同様に、この

エネルギーマネジメント ISO も多少の期間を経るであろうが、かなり普及する可能性が高

い。特に消費財系のメーカーにとっては「環境にやさしい ISO 認証取得」はマーケティン

グ的効果も期待できるだけに、ISO14000 と同じような認証ラッシュが起きる可能性は十分

ある。 
 
②EU-ETS に関して 
 EU-ETS は電力や鉄鋼といった温暖化ガスの大量排出事業者が制度の対象となり、機械

メーカーが直撃されるということはなかったが、対象となった温暖化ガス大量排出事業者
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にとっては大きな問題である。 
 電力会社、あるいは鉄鋼、セメントなどの大口排出メーカーはどこもボイラーや炉など

はすでにほぼ 高効率に近いものを導入しており、仮に設備をリニューアルしたとしても

現在以上にエネルギー効率をアップさせる余地、温暖化ガス排出を減らす余地は非常に小

さい。それでも EU-ETS の仕組みによって排出量が制限されるとなると、企業の体面上、

採算度外視で要求をクリアしなければならない（あるいは排出枠を買わなければならない）

といった状況になりつつあると感じている。 
  
③カーボンフットプリントに関して 
 カーボンフットプリントの表示は食品や文房具といった消費財メーカーにとっては消費

者向け企業イメージ向上などの面で意味があろうが、機械メーカー・生産財メーカーにと

っては意味がない。 
 もちろん家電など、一般消費者向け耐久消費財メーカーがマーケティングの一環として

カーボンフットプリントを表示することもあり得るが、現実問題として機械の製造に要し

た CO2を、サプライチェーンをさかのぼって正確に算出できるとは考えられず、結局は「大

体の量」を決められるにしか過ぎない。「大体の量」を表示するために膨大なコストと労力

をかける意味があるのかとなると、大いに疑問であると言わざるを得ない。 
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２－２. KÄRCHER 社 
 
 
１）企業概要 
 
 ケルヒャー社は家庭用・業務用の高圧洗浄機などのメーカーであり、この分野では世界

的にもマーケットリーダーという立場にある。ドイツの本社工場だけではなくメキシコや

中国などにも製造拠点を持っており、製品は日本を含む世界中で流通している。また、洗

浄機以外に浄水器などの製品も手がけている。 
 
 
２）環境規制への社内的対応体制 
 
 ヴィネンデンの本社に環境部というセクションを置き、REACH や RoHS などの化学物

質規制、あるいは ErP などの省エネ規制に関する情報収集やサプライヤー管理等の業務を

行っている。また、後述するように自社で研究所も保有しており、ここでは物質の分析業

務なども行っている。 
 ただ、環境部の専任スタッフは 2 名のみであり、対応のキャパシティには限界があるこ

とから、VDMA、あるいは他の所属業界団体からも積極的に情報を入手して人的リソース

の不足をカバーしている。 
 
 
３）化学物質規制への対応体制 
 
①自社独自スタンダードの作成 
 当社では 50弱の物質をリストアップして当社独自の使用禁止物質スタンダードとしてお

り、このサプライヤーに対してはこのスタンダードを遵守するように依頼している。 
 この 50 弱の物質の中には RoHS 指令で禁止対象になっている 6 物質はもちろん、EU お

よび EU 外主要国の類似した化学物質規制等も参考に決定しており、REACH で SVHC と

して指定された物質についてもかなりの部分が含まれている。 
 
 当社の場合、全世界に約 3,500 社のサプライヤーが存在している。SVHC については半

年前後のサイクルで増えていくことが予想されるが、そのたびに自社スタンダードを改訂

して 3,500 のサプライヤーに配布するのはあまりに負担が大きいため、SVHC のリストに

関してはサプライヤー自身が自主的にチェックするという約束になっている。 
 SVHC に関しては川上→川中・川下への情報提供義務があり、本来であれば自ら含有情
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報を当社に提供してくれるべきであるが、全てのサプライヤーにそれを期待するのは難し

いのが現実であり、実際には当社からサプライヤーに「年に２回増える」という注意喚起

を行ったり、特に危なそうなサプライヤーには確認を入れるといった方法もとっている。 
 SVHC 候補リストに載るということは、数年後には認可物質などの制限物質になる可能

性があるということであり、予防的な意味でも当社としては新たに SVHC リストに加わっ

た物質については原則として使用禁止という方針をとっており、サプライヤーの自主的チ

ェックに際してもその点に留意するよう通知している。 
 
②サプライヤー管理 
 当社からサプライヤーに対してなされる部品や材料の仕様要求の中には、当社の独自ス

タンダードを遵守するということも条件の一つになっている。しかし、中には化学物質リ

スクに関して全く無知な企業もないわけではなく、その対策として毎年サプライヤーを抽

出して監査を行っている。 
 この監査は技術的な検査や工程チェックで適正な化学物質管理が行われているかといっ

た点と同時に、海外サプライヤーに関しては、たとえば子供を働かせていないかといった

CSR 全般についても実施している。監査対象企業は年間 100 社前後であり、前述の環境部

スタッフだけでは到底対応できないが、実際には QC（品質管理）担当部署のスタッフ 20
人ほどが世界中のサプライヤーを対象として実施している。 
 こういった監査に加え、実際に納品された部品や材料のサンプル検査も行っている。こ

れには自社の研究所機能に加え、外部の分析機関などへの外注も併用している。 
 
③課題 
 上に述べたようなサプライヤー管理を行っても、実際には「スタンダード違反」という

ケースは多い。たとえばある高圧洗浄機に使うために仕入れたケーブルの中に鉛が多すぎ

ることが分析によって発覚したケースもある。1 個の製品に使われるケーブルの長さ自体は

20cm ほどのものであったが、この時は対象製品 5000 個全てのケーブルを取替えるという

事態になった。また別の製品用のケーブルでは使用してはいけない可塑剤が使われていた

こともあり、このサプライヤーとは結局取引をやめることになった。 
 
 含有物質に関する違反は、リコールに発展する可能性が大きいことからというのが実態

である。こういった状況もあることから、当社としても消費者向けの会合などにおいては

「RoHS 対象物質や REACH の SVHC 物質については当社として 善を尽くして管理を行

ってはいるが、現実には 100％の遵守が困難である」と説明し、消費者の理解を得る努力を

している。 
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４）REACH 規則への対応上の問題点 
 
①特殊用途の登録問題 

 2010 年 11 月末に登録期限を迎える 1000ｔ/年以上の化学物質は、大量生産物質であるこ

とから「登録漏れ」といった心配はほとんどないと考えられているが、ありふれた大量生

産物質であっても用途が特殊である場合、その「特殊な用途」のユーザーには大きな問題

が起きる。 
 当社の場合で言えば塩酸がそういった例該当する。塩酸は極めてありふれた物質であり、

BASF などの大手メーカーは年間に塩酸を約 10 万 t 生産していることから、登録漏れなど

は考えられない。 
  
 当社は高圧洗浄機用の洗浄剤に用いる物質の一つとして塩酸を使っているが、その扱い

量が年間 5ｔ程度にしかすぎないことが問題になる。5ｔというのは前述の生産量 10 万ｔの

0.005％にしか過ぎず、他に高圧洗浄用の洗浄剤に塩酸を使うメーカーがあったとしても増

えるのはごくわずかであろう。 
 塩酸メーカーがこのように僅かな、しかも特殊な用途の CSR までカバーしてくれない可

能性は高いが、そうなった場合の対策は頭の痛い問題である。ユーザーとして塩酸メーカ

ーの用途登録のリクエストをすることは出来るが、もしメーカーがそれに応じてくれない

としたら、残る道は自社で用途を登録するか、さもなければ代替品に切り替えるしかない。

量的にはわずかなので今すぐという問題ではないが、こういった例は当社に限らず、機械

メーカーが扱う薬剤類などで発生する可能性はあろう。 
 
②分母問題に関して 

 2012 年の REACH 見直しで SVHC0.1wt%含有の分母がどうなるかという問題はメーカ

ーにとって影響が大きいだけに当社としても関心を持っているが、これについては今のと

ころはっきりした見通しは立てづらい。 
 仮に同一物質（ホモジニアス・マテリアル）が分母になった場合はメーカーにとっては

大変な負担増になるだけではなく、100％完璧にそれを計測し、遵守することは不可能に近

い。しかし、部品（コンポーネント）が分母になるのであれば、ある程度対応は可能であ

ろうと考えている。 
 現在でも洗浄機などの補給部品だけを取引するといったケースは少なくないし、そうい

った場合であれば含有濃度を決める分母は部品単位になる。つまり、分母が部品単位にな

るのであれば、現在すでに対応していることの延長線と見なすことも可能であり、ある程

度は許容できる範囲ではないかと考えている。 
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５）RoHS 指令への対応状況 
 
 当社の製品に関して言うと、家庭用の高圧洗浄機は RoHS 指令の対象になったが、業務

用の洗浄機は対象外となったが、基本方針としては規制対象外の業務用洗浄機に関しても

家庭用と同等の、すなわち RoHS 指令に沿って禁止物質は使用しないことにしている。 
 ただ、これはあくまで基本方針であって完全に同等に扱うことが難しい場合もある。た

とえば六価クロムは RoHS 対象製品であれば使用できないが、錆び止めに対する要求の厳

しい業務用の洗浄機においてはネジなどの錆び止めのためにクロムを使用せざるを得ない。

また、性能要求以外にコスト面でも業務用に関してだけは家庭用で使えない物質を使用し

ていることもある。 
 このように同じ高圧洗浄機でも用途によって使える物質と使えない物質が混在している

といった場合、製造段階でそれが誤って混じってしまうリスクがあり、それを防ぐために

はたとえば上述の例で言えば家庭用洗浄機に使うネジと、業務用洗浄機に使うネジとは厳

密に分けて管理する必要がある。 
 
 ただ、「気をつけて管理する」というだけでは限界もあり、当社では業務用と家庭用とで

使う物質を間違えることのないように、設計段階でチェックするシステムを導入しており、

たとえば設計者が誤って業務用のネジを家庭用洗浄機のネジとして使用するような設計に

した場合にはシステムが警告するようになっている。 
 
 
６）小売サイドからの環境圧力 
 
 昨今は法的に規制されているという理由だけではなく、市場やユーザーが嫌がる物質で

あるという要素も重要になっている。英国に B&Q という有力な DIY チェーンがあるが, 
この B&Q から当社などに対して可塑剤としてよく用いられる DEHP（フタル酸ジ 2-エチ

ルヘキシル）は製品中に使用しないでくれという要請が来た。 
 このように、大手の卸業者や有力小売業者などがメーカーに対して化学品リスクの低い

製品を作れという圧力を強める動きは今後高まることは確実であり、こういったトレンド

は化学物質だけではなく省エネ、あるいはメーカーとしての CSR 全体を対象とするような

動きに拡大していくことが十分考えられる。 
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２－３. 日系化学メーカーA 社 ドイツ法人 
 
 
１）REACH 規則への対応状況 
 
 11 月初旬の段階で、当社の 11 月末期限物質を全て登録完了した。登録すべき物質の数は

20 弱というレベルで比較的少なかったが、REACH の登録に使用する IT システムの全容を

理解するのに時間を要し、トライ＆エラーの部分が多かったのも事実で、登録作業が集中

した 10 月〜11 月初旬頃は神経を張りつめる作業に忙殺された。 
 
①本登録作業の実態 
 物質の登録作業は大まかに整理すると下記のようなプロセスである。特殊な登録タイプ

の場合は、ガイダンス照会だけでは不明な点もあり、都度 ECHA やドイツのヘルプデスク

に質問・確認しながら作業を進めた。 
 
先導登録者（Lead Registrant、以下 LR と表記）が Lead Dossier（技術文書）を作成

する。技術文書は、①登録者情報（企業名・住所等）、②テクニカルデータ（物質の物

化性情報・危険有害情報等）、③CSR（用途ごとに物質の安全な使い方を示したケミカ

ル・セイフティ・レポート）で構成される。②がデータボリュームで圧倒的に多く、

当社が先導登録者となっている 1 物質については、技術文書を完成させるのに数ヶ月

を要した。 
 
LR は登録を行うと同時に、当該物質の共同提出コード（Joint Submission Name）を

決め、REACH-IT 上にそれを登録する。(共同登録のアカウントを作成するイメージ) 
 
共同提出メンバー（Joint Member、以下 JM と表記）は、自社の登録文書で、②のパ

ートを参照するために、Letter of Access (情報参照権)を、先導登録者から購入する。

先導登録者は入金確認後、Joint submission Name と、Token(アクセスコード)を配布

する。この Letter of Access の費用が「同一物質登録者のコスト・シェア」に該当する。

また、この際に JM は SIEF 合意（SIEF Agreement）に同意する必要がある。 
 
JM は先導登録者から配布された Joint Submission name と Token を使って物質の登

録サイトにアクセスするが、②のテクニカルデータはすでに LR が登録済であるから、

①と③だけを入力することで、JM の登録文書は完成する。 
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 アクセスレター購入に際して LR から通知される金額は、データ取得コスト、先導登録文

書作成コスト、SIEF 運営費、外部コンサルタント費用で構成される。コスト明細が提示さ

れる場合もあるが、その真偽を確認するには先導登録者に各コスト項目のインヴォイスを

提示させる必要がある。しかし、膨大な作業になるため実際にはここまで開示する先導登

録者はいない。 
 中にはいささか不当と思えるような高額を要求されるケースもないわけではないが、登

録の期限が迫っている以上、LR の言い値で支払わざるを得ないというのが実情であり、こ

ういった声は JM となった欧州のメーカーから聞くこともある。結局「データを持ってい

るものは強い」というのが REACH 登録に携わった者としての実感である。 
 
 当社は日本本社および欧州域外の自社グループ企業の、欧州における「唯一の代理人」

としての機能を果たしている。今回の本登録に際しても当社自身が先導登録者となった物

質が一つある。欧州国内の日系化学メーカーや商社などは現地の環境コンサルタントなど

に代理人や登録実務を委託するケースが殆どで、日系企業自身が先導登録者となり共同登

録実務を行った例は当社以外に聞こえてこない。 
 
②REACH 遵守査察 
 欧州では REACH の遵守に関する査察も実施されており、約 1,600 社を対象にした査察

結果では何らかの規則違反が 24％にも達したとされている。この大部分は手続きミスなど

が多くを占めているが、実際に刑事罰を受けた例も 3 例報告されており、明らかに悪意の

ある、意図的な違反に対しては厳しい罰則でのぞむという当局の姿勢を示す結果となって

いる。 
 REACH遵守査察の実施と罰則制定はEU同盟各国に委ねられている。後項で触れるCLP
規則についても REACH 同様、国ごとに罰則が決められているようで、 
英国はすでに罰則内容を決めたといった情報もある。今後も、EU 各国当局が REACH/CLP
遵守をチェックする動きは続き、特に CLP 規則では混乱も予想されるだけに、登録完了後

も気の抜けない状況が続くことになる。 
 
 
２）REACH に関して今後想定される問題点 
 
①非登録物質の発生リスク 
 2010 年 11 月末が登録締切期限に該当する物質の殆どは 1000t/年超の物質であり、登録

者にも大手企業が比較的多いうえにユーザーもきわめて広範囲にわたる。従って、材料メ

ーカーが登録しないというケースはほとんど起こりえないと考えられているが、それでも

「非登録物質の発生」リスクはゼロとは言えない。 
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 万一登録されていない物質があり、しかもその物質を使った調剤などを自社で在庫して

いたといったようなケースが発生した場合、それが 11/30 の登録期限前に購入したもので、

ECHA が情状酌量を認めれば使用してもいいということになっているが、登録期限後に購

入したものであればもちろん使うことはできない。 
 これが 2013 年の 100ｔ/年超物質、さらに 2018 年の 1ｔ・10ｔ/年超物質などになるとメ

ーカーの数やユーザーもある程度限られてくるため、思わぬ物質が非登録物質であったと

いうケースの発生確率は高くなるが、今回の 1000ｔ/年超物質でも、サプライチェーン間の

確認不足によりその可能性はゼロではないと考えておくべきであろう。 
  
②データ所有者のアドバンテージ 
 前項でも述べたように、REACH の物質登録に際して集められた膨大なテクニカルデータ

は LR のみが実際の登録作業を行い、JM はそのデータを REACH 目的にのみ使用するとい

うアグリーメントに同意しなければならない。 
 しかし、REACH と同じように物質情報の登録を必要とする規制は今後他の国々でも法制

化される可能性が十分ある。たとえば米国の TSCA で同じような登録が必要になったとし

ても、今回使ったデータは全て「REACH 目的にのみ使用」であるから、LR は同じデータ

を使ってもう一度“再販”しようとする可能性も否定できない。 
 REACH 型の化学物質規制が世界に普及すればそのたびに同じデータが価値を持つこと

になり、そういう意味でも「データを持っているものは強い」という印象を強く感じざる

を得ない。 
 
③2013 年の時期登録に関する懸念 
 2010 年 11 月末締切の登録物質は 1000ｔ/年超の、いわゆるバルクケミカル中心であった

が、2013 年の 100ｔ/年超物質や 2018 年期限物質になってくると扱いメーカーも限られた

ファインケミカルのような少量ニッチ物質もかなり対象になる。 
 中にはプレーヤーが当社以外にはアジアの数社しかないといったような物質もあるが、

こういった物質の共同登録作業を考えると今から頭が痛い。 
 
 仮に当社が LR を務めたとしても、アジアなどのケミカルメーカーがこちらの指示通りに

コスト負担に応じるかどうか、REACH 目的以外にデータを流用しないかどうかといった点

になると不安が残るのは否定できない。かといって、REACH の登録も経験していない可能

性の高いメーカーに LR を任せるのも、登録準備が予定どおり進捗しないといったリスクが

高い。そういう意味ではプレーヤーの少ないファインケミカルの登録が本格化する 2013 年

の登録は非常に難しい作業になる可能性が高い。さらには、既存データが少ないことも考

えられ、データ要求項目が少ないにも拘わらず、１社あたりの負担額は 2010 登録期限物質 
よりも高くなる可能性もある。 



－57－ 

３）CLP 規則に関しての懸念 
 
 CLP 規則への対応は欧州企業にとっては極めて緊急度の高い問題になっているが、日系

企業の中には CLP 規則の内容理解、緊急度が充分に浸透していない懸念もあり、十分に注

意する必要がある。問題になりそうなポイントとして下記の諸点が挙げられる。 
 
①唯一代理人が使えない 
 EU 域外企業の中には REACH と同様に CLP も唯一の代理人に任せておけばいいと考え

ているところがまだあるようだが、CLP 規則においては唯一の代理人を使うことは出来ず、

危険性・有害性のある物質の輸入に際しては輸入者が自ら届出を行う必要がある。しかも

これは REACH と違って「1t/年以上」といったような下限値がないため、少量のサンプル

輸入でも輸入者自らによる届出が求められることに留意する必要がある。 
 
②グループ届出（Group Notification）の存在 
 たとえば当社の日本本社がドイツ国内の日系商社 A 社にコンパウンドのような混合物を

輸出しようとしたとする。CLP 規則上は輸入者である A 社に届出義務があるが、そのため

には混合物中の構成成分を知る必要がある。ただ、構成成分は機密事項である場合が多く、

となると、A 社は届出すべき情報を得られないということになる。 
 その対策として ECHA が 2010 年の夏頃に言い出したのが「集団届出＝Group 
Notification を認める」ということである。集団届出とは、上記の例でいえば日本本社が A
社に輸出する前に、どんなに微量でもいいから現地法人である当社にまず“輸出”し、当社が

“輸入者”としての実績を作る。当社がＡ社を含む輸入者グループを形成し、代表届出者

（Lead Notifier）となって物質情報を届出する。REACH 登録における LR と JM の関係

と似た方法といえる。この方法であれば REACH の際に使った唯一代理人に微量サンプル

を“輸出”し、代理人を輸入者にすることで届出してもらうということも制度上合法となる。 
 
 ただ、この方法にも問題が多い。REACH 登録で唯一の代理人業務を務めた欧州内の環境

コンサルタントなども世界中から微量とはいえ有害性のある物質が送りつけられるのは困

るとしてこの方法には強い難色を示している。 
 しかし、当社としてはこの集団届出の方法をとる必要があるため、近々日本本社からい

くつかの有害性物質が微量サンプルとして送られてくる予定になっている。素材メーカー

とはいえ、オフィス機能しかない当社としても送られてきた有害物質の処置には困るのが

実情であり、どこかに保管するか、廃棄処分するか、あるいは届出後に日本に送り返すか

なども考える必要がある。  
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③CLP 移行による混乱 
 危険な物質については 2010 年 12 月 1 日が従来の規程である 67/548/EEC から CLP への

移行期限であり、対象になる物質は 2011 年 1 月 3 日（2010 年 12 月 1 日から 1 ヵ月後の就

業日）までに CLP 届出を行う必要がある。 
 しかし、ECHA のシステムが 12 月 24 日から 1 月 2 日まで「冬休み」に入るとされてい

ることもあって、各社届出で期限内完了できるかどうかが懸念される。また、EU 域外から

の輸入品では、CLP ラベルを船積み前に整えることを考えると、すでにラベル作成が完了

していなければならない。時間的に非常にタイトな状況である。 
 混乱した状態の中では、輸入を許可するかしないかは、実質その国の税関の判断にゆだ

ねられており、「厳しい国」と「緩い国」で差が発生するような事態も考えられる。 
 
 
４）機械メーカーとしての留意点 
  
 欧州内に製造事業所を持つ機械メーカーにとっては当面 CLP 規則への対応が注意を要す

る。CLP 規則自体は物質や混合物を対象にした規制であり、成形品は対象にはなっていな

いが、機械メーカーであっても潤滑油や水処理剤などの調剤製品を取引する局面は多いは

ずであり、欧州内の事業所がそういった製品を日本から運ぼうとすれば CLP 規則に沿った

ラベリングが必要になるし、欧州内の事業所が輸入者であるなら、少量サンプルといえど

もその事業所が届出義務を持つことになる。 
 REACH に比べ、CLP に関しては日系企業の危機感もやや低い部分があるように見受け

られるが、すでに述べたように今後かなり混乱が起きることも予想されるだけに十分注意

しておくべきであろう。 
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２－４. ベネルックス三井物産（MITSUI & CO. BENELUX S.A./N.V.）、欧州三井物産

（MITSUI & CO. EUROPE, PLC,）Logistics Management Dept 
 
 
１）REACH 規則、RoHS 指令等欧州環境規制への対応状況 
 
 当社はメーカーではないが、化学品の扱いも多く、REACH 規則や RoHS 指令等、化学

物質規制によるビジネス上の影響は大きい。従って、欧州委員会等へのロビイング活動も

欧州内の業界団体や JBCE などの日系団体などと連携しながら進めるというのが基本的な

姿勢である。 
 欧州委員会のスタッフは法律のバックグラウンドを持つものが多い。現場の実態や技術

に関する知識において、委員会と産業界との間で乖離が発生することもあると感じている。

ただ請願するだけではなく、ソリューション提案型のロビイングが有効であると感じてお

り、今後も JBCE や欧州内業界団体と連携しながら働きかけを続けていきたい。 
 
 個別の問題としては、RoHS 指令改正で PVC（塩ビ）の扱いなどがどうなるかの点に注

目している。 
 また REACH 規制では、成形品含有 SVHC の届出に関しては製品そのものではなく梱包

材もその対象になるといったことも注意を要する点であろう。当社としても製品だけでは

なく梱包材の含有物質チェックを輸出者に照会して対応している。 
 
 
２）欧州環境政策に対する日本側の反応に関して 
 
 2009 年のリスボン条約締結以降、欧州議会の力が増したこともあって、EU の環境政策

決定プロセスはこれまで以上に複雑さを増している。また、現実には実行不可能に近いよ

うな、やや極端とも言える方針を一種の「観測気球」として先に発表しておき、EU 内産業

界や海外などからの反応を考慮しながら修正していくといった方法も相変わらず見られる。 
 
 RoHS 指令の改正でカーボンナノチューブが禁止物質になるのではないかということが

話題になっているが、一方で、欧州は産業政策においてはカーボンナノチューブをはじめ

としたナノテクノロジーの技術開発も進めると言っており、錯綜する情報を「どこまで本

気にすればよいか」という部分があるのも確かである。当社として、EU の政策作成過程に

おける情報収集と分析をしっかりと行っていく所存である。 
 欧州環境政策への対応は当社を含め日本企業には大きな負荷となっているのは事実。そ

れだけに、受け身の対応に終始するのではなく、日本ならではのソリューションを提案し、
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新たなビジネス機会に誘導していくような、「環境を武器に」するような考え方で攻めの政

策・攻めの企業活動を世界に発信できればと考える。 
 
 
３）日本の環境ビジネス戦略に関する懸念 
 
 欧州だけではなく、環境規制強化や低炭素化推進を梃子とした環境ビジネスへの期待は

いまや世界的なトレンドになっていると了解する。近年、特に欧州では環境技術・環境ビ

ジネスは政治的な動きと密接に連動した、いわば「官民連携による世界戦略」とでも言う

べき性格を強めているように見受けられ、EU が打ち出している環境規制の背後には世界的

な有力企業の存在が感じられるケースも少なくない。 
 例えば、2010 年 10 月に欧州委員会が節水や漏水対策等「水」に関する総合的政策を 2012
年までに打ち出すと発表している。「水」は欧州域内はもちろん、グローバルに貴重な資源

であるり、時宜を得た対応と言える。一方で欧州では早くから水道事業の民営化が進んで

いること、グローバルに活動する水道運営会社、いわゆる「水メジャー」の三大企業はい

ずれも欧州企業であることを考えると、EU の政策立案に「水メジャー」の意向が反映され

ていくことは十分予想される。ビジネスと政治とが密接に連動して環境戦略を打ち出して

いるともいえる。 
 
日本の環境技術・ビジネスモデルには優位性があると思う。今まで以上にビジネスと政

策が連携して世界に影響を与えられるような行動目標を打ち出すことで、グローバルに強

い競争力を担保することが出来るのではないか。 
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２－５. 日本機械輸出組合 ブラッセル事務所  
 
 
１）ブラッセル事務所の位置付け 
 
 日本機械輸出組合は東京に本部を置く機械輸出貿易組合であるが、海外にはブラッセル

と香港に現地事務所を置いている。この事務所は JBCE（在欧日系ビジネス協議会）のオフ

ィスと併設されており、欧州におけるロビイング等の活動は JBCE との連動性が強い。 
 
 
２）RoHS 指令の改正に関する動向 
 
 今回の RoHS の改正に関しては、新たにオープン・スコープなどの考え方が盛り込まれ

る予定であるが、日本企業にとっては禁止対象物質が増えるのかどうか、特にナノマテリ

アルの扱いがどうなるかが影響の大きい部分であり、焦点となっていた。 
  
 RoHS 指令の改正は元々、EU 委員会の案としてフタル酸系の 3 物質（フタル酸ジ 2-エチ

ルヘキシル：DEHP、フタル酸ブチルベンジン：BBP、フタル酸ジブチル：DBP）に HBCCD
（ヘキサブロモシクロドデカン）を加えた 4 物質が付属書Ⅲ（優先物質リスト：将来的な

禁止対象物質候補）に加わるとされ、その段階では比較的冷静に受け止められていた。 
 しかし、2010 年の 6 月に新たに EU 議会の環境委員会の案として附属書Ⅲの物質を 37
物質とし、さらにナノ銀と多層カーボンナノチューブを現行の禁止 6 物質と同じく付属書

Ⅳに載せるということが可決されたことで産業界に大きな懸念を与えることになった。 
 これについては 2010 年の夏～秋頃までは刻々と状況が変わり、方向性も混沌としていた

が、11 月に入ってある程度着地点が見えてきた状況にある（注：本ヒアリングは 11 月 17
日に実施している）。 
 
 結論から言えば、今回の RoHS 改正ではナノマテリアルが禁止物質になることはほぼな

くなったと言うことができる。議長国であったベルギーが年内の改正案合意に意欲的であ

ったことに加え、RoHS 改正案に向けて長い討議を続けてきた当事者たちも疲れたことから

「ここで決めたい」という心理も働いて、ナノマテリアルについては前文で言及するもの

の、付属書Ⅳには載せない（禁止対象物質にはしない）こと方向が固まった。また、前述

のフタル酸系 3 物質+HBCCD の 4 物質についても「人体や環境へのリスクが優先的に考慮

されるべき対象」として前文に盛り込まれた。今後、この 終案は議会投票での可決を経

て、成立の見込みである（注：その後、11 月 25 日に欧州議会で RoHS 改正案は正式に採

択されている）。 



－62－ 

３）ナノマテリアル関連規制の今後の可能性 

  
 今回の RoHS 改正案の中で、ナノマテリアルは前述のフタル酸系などの 4 物質とは同列

にではなく、「科学的根拠が利用可能になり次第、予防原則に基づいて代替物への代替が検

討されるべき」として言及されている。ナノ銀やカーボンナノチューブがカドミウムや水

銀などと共に RoHS 禁止対象物質になる可能性があったことを考えれば、産業界側として

は一安心と捉えるであろう。 
 
 しかし、緑の党など EU 議会内の環境派勢力はこの 2 つのナノマテリアルを「将来的に

は代替化を検討」として前文に入れたことで成功と考えているであろう。環境派にすれば

今回の改正案でナノマテリアルを禁止対象物質に盛り込める可能性が低いことは認識して

いたはずで、まず「禁止対象物質に含める」ことを主張しておき、その後の歩み寄りで「前

文に言及」で妥協するのはある意味計算に入っていたと思われる。 
 前文に「将来的に代替化検討対象」としてナノマテリアルに言及させたことは、言わば

将来に向けた布石を打つことに成功したわけであり、環境派にとっては十分な成果だった

と言える。 
 今回の改正ではナノマテリアルが禁止対象にならずに一安心であったとはいえ、次回以

降の RoHS 改正で再びナノマテリアルが論議の対象になる可能性は十分あると考えておく

必要があろう。 
 
 ナノマテリアルに関しては 2013 年から施行される EU の新しい化粧品規則（従来は化粧

品指令）では酸化チタンなど、化粧品に使用されるナノマテリアルの物質情報の届出やラ

ベリングなどが規定されることになっており、全体として見れば EU におけるナノマテリ

アルに対する規制は強化される方向にあるのは間違いない。機械製品に使用されるナノマ

テリアルについても今回の RoHS 前文に入れられた“布石”が規制強化の第一歩になる恐れ

はある。 
  
 
４）REACH 規則の改正に関する見解 
 
 REACH の見直しに関してはまだ焦点が明確になっていないが、成形品に関して言えば

SVHC 含有濃度の分母問題は当初から 6 カ国の反対意見が併記されていたこともあって、

今回の見直しでも論議の対象になる可能性がある。 
 これについては、分母がいわゆる同一物質（ホモジニアス・マテリアル）になる可能性、

あるいは部品（コンポーネント）になる可能性などが指摘されているが、現状ではまだ見

通しを評価するのは難しい。 
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 仮に、コンポーネント単位になったとした場合、コンポーネントの定義は何かというこ

とも問題になるであろうが、そうなった場合はおそらく「販売 小単位をコンポーネント

とする」といった形になるのではないか。 
 
 
５）欧州機械輸出に関する懸念 
 
 成形品も対象になる REACH 規則などの出現で欧州の環境規制が日本から欧州への機械

輸出にとって重要なハードルになったことで、日本の機械メーカーの間でも欧州環境規制

に対する関心は急速に高まり、対応もかなり進んだのは確かであろう。今後、新しい環境

規制が作られたり、既存の法規制が改正されたりすることを考えれば EU の環境規制に関

する情報収集や規制対応取組みが日本の機械メーカーにとって重要であることは確かであ

る。 
 ただ、ここに来て環境規制以前の問題として、欧州への機械輸出そのものに関する不安

要素が高まってきている。韓国と EU が FTA（自由貿易協定）で合意したことで、今後欧

州では韓国製の電気製品や自動車等の価格競争力が高まり、日本の機械メーカーは韓国製

品に対してこれまでより不利な戦いを強いられることになるのは避けられない。 
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２－６. CBI  
    （Confederation of British Industries：英国産業連盟） 
 
 
１）化学物質規制への対応状況と問題点 
 
①REACH 規則に関して 
 REACH 規則に関して当面の問題は 1000t 超/年物質の登録であり、英国内の化学産業も

対応に苦慮している部分がある。特にここにきて業界内で指摘されているのは SIEF におい

て先行登録者から提示されるデータ価格の不透明性であり、登録期限が迫ったために結局

は「言い値で買わされた」といった不満は英国内でもよく聞く。 
 また同じ物質の登録でも登録コストが安く済む「中間体登録」といった方式が混在する

ようになったため、さらに混乱を招いている部分がある。 
 CBI としてもヘルシンキ（ECHA）とブラッセル（EU 本部）に対して REACH に関す

る要望事項などは随時送っているが、上述のような SIEF 運用面の問題等まで ECHA が把

握しているとは言い難い。 
 ただ、 近数ヶ月は CBI からの要望や問い合わせに対する ECHA 側のレスポンスが早く

なってきたのは確かであり、 初の本登録期限が近づいた今、ECHA などの行政サイドは

もちろん、産業界側でも REACH を成功させたいという気運は高くなっている。 
 
 2012 年の REACH レビューも確かに重要な問題ではあるが、こちらはまだ不確定要素が

大きいため、具体的な問題点を絞り込めない。英国内の、特に化学産業の間ではとりあえ

ず 11 月末の登録を優先し、2012 年の見直しに関してはまだ時間的余裕があるという認識

が強い。 
 
 
②RoHS 指令の改正に対する見解 
 RoHS の改正に関してはオープンスコープの導入は間違いないが、物質追加問題などがつ

い 近まで固まらず、CBI としても RoHS 改正のインパクトアセスメントを明確にするに

はもう少し時間がかかる。 
 いずれにしても、RoHS 改正は避けられない問題であり、しかもこれは英国だけではなく

欧州全域に関わる問題でもある。CBI としても欧州全体の産業連盟であるビジネス・ヨー

ロッパ（Business Europe 本部はブラッセル）などと連携しながら RoHS のインパクトに

ついて評価していきたいと考えている。 
  
 ナノマテリアルが RoHS 改正において焦点の一つになっていたのは確かであるが、これ
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については前文で言及はしているものの、全体としては「もっとリサーチが必要である」

という考え方であり、少なくとも今回の改正でナノマテリアルの使用が禁止・制限される

といった懸念を持つ必要はない。 
 
 
２）低炭素規制に関する対応と問題点 
 

 EU では低炭素関連規制は大きく分けて「EU 共通の EU-ETS」と、「それぞれの国ごと

の政策」とに分けて考えることができるが、英国の場合、政府が欧州の中でも特に野心的・

先導的な低炭素政策を進めており、「国ごとの政策」が欧州内でも特に厳しいものになって

いる。必然的に、産業界への影響も大きくならざるを得ないが、特に現在問題となってい

る部分を挙げると以下の 3 点が指摘できよう。 
 

①努力分担決定（Decision of Effort Sharing） 
 EU は 2020 年に「3 つの 20」という目標を掲げており、その一つが「温暖化ガス排出量

を 20％削減する」であるが、2008 年末に Decision of Effort Sharing（注 1：Effort Sharing
については今のところ定着した和訳が存在しないため、ここでは便宜上『努力分担決定』

と訳す）が決まったことで、EU-ETS 対象業界での削減目標に加え、非 EU-ETS セクター

にも連動して温暖化ガス削減を求められることになった。 
 英国政府は EU 他国の政府より積極的にこの努力分担決定の実現を推進しようとしてい

るため、このままでは他国に比べて英国の産業界だけが突出して高い目標を背負うという

ことになりかねない。 
 2020 年までに温暖化ガス排出量を 20％削減（1990 年比）させ、さらに非 EU-ETS セク

ターに対して努力分担規定の目標値が上乗せされると、英国は 34％もの削減目標を負うこ

とになってしまい、産業界にとって負担が大きすぎる。 
 
②政権交代の影響 

 コペンハーゲンのCOP15で国際的な温暖化ガス削減枠組みが明確にならず、さらに 2010
年に英国で政権交代が起き、保守党+自由民主党の連立政権が発足したことで温暖化ガス削

減に関する目標設定問題は産業界にとってさらに悪くなる可能性が生じている。 
 前述の「20％削減」目標を含んだ、いわゆる「3 つの 20」は 2007 年から EU 委員会で

検討されていたものだが、その後起きたリーマン・ショックの影響で景気が大きく後退し

たことで、産業界にも減産・縮小の波が襲った。これによって、はからずも 20％削減とい

う目標が比較的「手の届きやすい目標」と認識され、一部で「削減目標を 30％に上げるべ

きである」という声が出るに至った。特に連立政権に加わった自由民主党はかなり“グリ

ーン色”が強い政党であり、連立内閣で環境大臣を務めてもいることから、30％削減目標
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を打ち出している。 
 これに対し、特に重工業などからは強い反対意見が出されており、CBI としても明確に

反対の声をあげている。急激な景気後退による産業活動の一時的縮小→温暖化ガス排出量

減少という一時的な状況を基準にして、さらに高い削減目標を課すというのは正当な目標

設定とは言いがたい。 
 また、仮に、30％という目標で前述の努力分担決定の原則をあてはめると、英国は 2020
年までに 42％の温暖化ガス削減ということになってしまうが、これはほとんど非現実的な

レベルの数字と言わざるを得ない。 
  
③EU-ETS 市場価格の低迷 
 EU-ETS では、排出権オークションで得られた収益の一定割合を EU の低炭素化促進に

向けた資金として投入することになっている。そのためにも、EU-ETS 市場自体が活性化

すると同時に、炭素排出権価格もある程度のレベルが保たれる必要がある。 
 しかし、実際には EU-ETS マーケットでの排出権価格は一時の 30€/t レベルから下落す

る一方で、現在では 12€/t 程度に低迷している。 

 こういった価格レベルのままでは低炭素技術への投資資金にはあまり大きな期待は持て

ず、低炭素化の遅れにつながることも懸念される。 

 
 
３）英国産業界の環境規制対応スタンス 

 
 英国産業界の考え方としては、低炭素化の促進や化学物質リスクの低減といった環境規

制の趣旨には基本的に賛成しており、規制として法制化されれば、法的責任を負うことも

当然受け入れる。 
 ただ、産業界が負う「環境規制遵守負担」が極端に企業活動を損なうようなものであっ

てはならないし、そういった負担に関して EU 内での不公平が生じてはならないというこ

とも重要なことである。 
  
 当面の問題としては英国だけが過剰な低炭素目標を課せられないようにすることである

が、「EU 全体で 20％削減目標を 30％にアップする」という可能性はやや少なくなってい

る。仮に 30％という目標になったとしても、少なくともそれは EU 全体での目標であり、

英国だけが 30％削減目標を設定することはないだろうと考えている。 
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２－７. Carbon Trust 社（カーボン・トラスト社） 
 
 
１）カーボン・トラスト社の性格 
 

 今世紀初頭から世界的な環境保護・低炭素化の流れが強まり、英国政府もそれに沿った

政策を打ち出し始めたが、企業サイドは低炭素化の必要性は認めるものの、低炭素推進の

ための政策自体がわかりづらい上に自社の企業活動との関連性も把握しづらい面があった。

そのため、産業界には政府の低炭素施策を企業活動の中に明確に反映させるためのわかり

やすい仕組みを求める声が多かった。 
 こういった企業サイドの声をうけ、カーボン・トラスト社は 2001 年に、英国産業界など

からの要望をうけて公的資金で設立された企業である。従って、カーボン・トラスト社は

低炭素政策を実際の企業活動につなげる上での仕組みづくりや調査活動等を行う、一種の

政府系シンクタンクと位置づけることができる。 
 

 

２）企業の低炭素化促進に向けた活動内容 
 

 カーボン・トラストの活動を大きく分けると、現在取り組んでいる「省エネプログラム

の推進」と、今後充実させる計画の「イノベーション・プログラムの推進」とに分けて説

明することができる。 

 

 「省エネプログラム」は、消費者に対する低炭素製品の啓蒙・普及や、「低炭素型製品」

の供給に向けて企業サイドのメリットを創出することなどを主な目的とした取り組みであ

り、製品のカーボンフットプリント表示取り組みなどもその一環といえる。 

 現在はさらにそれを発展させ、低炭素型製品や低炭素貢献企業をまとめたリストである

「グッド・パフォーマンス・リスト」を整備する取り組みを行っている。このリストは単

に一覧表として作成するわけではなく、掲載された製品の購入に要したコストは課税対象

から控除できるような仕組みと組み合わせて低炭素製品の普及をさらに後押ししようとい

う目的がある。 

 

 「イノベーション・プログラム」は企業の低炭素取り組みや製品開発を支援するための

コンサルティングに近いものであり、メニューとしては、第１段階として低低炭素型製品

の開発や省エネ取り組みなど関して電話・ネット相談に対応し、同時に成功事例を PR する。

次のステップとしては特定企業への無利子ローン、さらに特定企業への専門家派遣などの

方法によってさらに本格的な省エネ取り組みや製品開発を支援する。さらに第３段階では
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戦略的にリスクテイクして新たな技術開発を進めるといったことも考えているが、とりあ

えずネットや電話等での企業取り組み支援充実が急務であると考えている。 

 

 

３）英国低炭素促進政策の長期ビジョン 
 
①カーボンフットプリントの ISO 化 
 カーボンフットプリントの取り組みは欧州各国で始まっているが、まだ限定的なもので

あり、その方法についても共通化されていない部分も多い。しかし、コカコーラのような

グローバル企業が積極的に参加したことで、カーボンフットプリントに対する認識が深ま

ったことも確かである。 

 カーボン・トラストではこのカーボンフットプリントの仕組みを ISO 規格として標準化

できないかと考えており、すでに ISO 側とのネゴシエーションを始めている。今後の展開

スケジュールはまだ予想できないが、我々としては「カーボンフットプリントの ISO 化」

が可能であろうという感触を持っている。 
  

②新産業の創出 
 低炭素関連ビジネスは、英国においては 30 年前の石油・ガス産業に匹敵するような新し

い産業創出につながる可能性がある。30 年前に英国は北海油田開発によってそれまで存在

していなかった新しいエネルギー産業と雇用を生み出したが、今、低炭素関連ビジネスが

同じように新たな産業と雇用を創出すると期待されており、英国政府としてもその実現に

向けた努力を続けるであろう。 
  
 
４）今後予想される課題 
 
 現在市場で売られている高効率エネルギータイプの製品の多くは一般の製品に比べてコ

ストが高く、販売数量も限られていることから量産効果が発揮されず、それがまたコスト

ダウンの阻害要因になるという循環になっている部分が多い。それらの製品を作るメーカ

ーそれでも成り立ち得るのは政府の補助金のおかげという側面があることも否定できない。 
 今後は製品の低コスト化と技術的信頼性の向上を進め、公的補助がなくとも自立できる

産業として育成していく必要がある。ただ、こういった分野の事業育成については英国に

限らずどの国も経験が少ないことから、早期にノウハウを蓄積していくことが重要であろ

う。 
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２－８.  CO2 Sense  
 
 
１）CO2 Sense の位置付け 
 
 シーオーツー・センス（CO2Sense と表記）以下、はヨークシャー開発公社（Yorkshire 
Forward）の中に置かれた CCS（Carbon Capture and Storage：二酸化炭素回収・貯留）

事業の推進組織であり、ヨークシャー開発公社内に置かれた新規事業立ち上げのための公

的企業という位置付けに近い。 
 ヨークシャー開発公社はイングランド内に 9 つあるリージョン（地域）の一つであるヨ

ークシャー・ハンバー地域を統括しする公的機関であり、同地域の開発や内外からの企業

誘致、中央政府助成事業に関する調整窓口等々の役割を果たしている。 
 
 
２）ヨークシャーにおける CCS 事業展開の背景 
 
①CCS 指令の存在と英国政府の方針 
 二酸化炭素の貯留・回収は、火力発電など CO2 大量排出事業者の排出量を大きく減らす

ことができる方法として注目され続けてきたが、EU が「CCS 指令」として、火力発電所

の新設に際しては CCS 建設用の用地確保を義務付けた規制を決定したことで、欧州各国の

間で重要性が高まった。 
 この規制は CCS「指令」であるから、それぞれの国が一定期間内に国内法として法制化

することが求められるが、英国はこの CCS 指令を EU で も早く法制化しており、国とし

て積極的に CCS に取り組んでいくという方向を打ち出している。 
 
 その背景には温暖化ガス排出抑制の必要性があるのはもちろんであるが、英国の場合は

後述するように、ヨークシャー地域などでは次項で触れるように既存産業、既存インフラ

などの事情で CCS に取り組みやすい条件が整っていることも影響している。 
 さらに付け加えるとすれば、北海油田地域での新しい産業創出・雇用創出という問題が

国家的なテーマになっているため、この地域で石油・ガスに代わる新しい経済浮揚のキー

として CCS に対する期待が集まっているという面も見逃せない。 
  

②ヨークシャー内企業とインフラの存在 
 ヨークシャー地域には火力発電所や鉄鋼、セメント、ガラス、化学等々の工場が集積し

ており、この地域の企業が排出する CO2の量は年間約 6000 万 t という規模に達するといわ

れている。 
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 一方、ヨークシャー地域は北海油田の中にある天然ガスサイトからパイプで天然ガスの

供給を受けているが、世界的に見て天然ガスのサイトのすぐ近くに、高度な工業集積エリ

アが形成されているという例は非常に珍しく、ヨークシャーでの CCS 事業ではこういった

地理的条件を 大限生かすことが主眼になっている。 
 
 
３）CCS 事業の概要と技術的ポイント 
 
①事業規模 
 上述のように、ヨークシャー地域には天然ガス採掘後の穴が多数存在しているため、こ

れを CO2貯留のために使うという方向で CCS 事業の検討に入った。CCS 回収・貯留を排

出事業者単位で個々に行うか、あるいは地域全体で一つの事業として実施するかでシミュ

レーションしたところ、全社では 60～80 億ポンド（約 8000 億円～1.1 兆円弱）の初期投

資が必要と考えられたのに対し、統合された地域事業として実施した場合の初期投資は 20
億ポンド（約 2700 億円）程度で済むとされたことから、開発公社などパブリックセクター

が中心となった地域事業として CCS を推進する方向が固まった。 
 ただ、これだけの巨大な投資のための予算を一度に確保することはできないので、計画

では CCS インフラの整備は 20 年間かけて段階的に行う予定である。 
 
②既存インフラとの整合 
 ヨークシャーでの CCS 事業は、石油や天然ガス採掘後の岩盤層の空洞に CO2を注入する

という方法を前提にしている。CO2を貯留するのは採掘を終了した天然ガスサイトであり、

陸上の排出事業者と貯留サイトの間は CO2 運搬用のパイプネットワークで結ぶ計画である。

従って、海上のプラットフォームや岩盤中の空洞などは既存のインフラとして CCS 事業に

転用することができるが、パイプラインだけは再使用はできない。 
 天然ガス用のパイプラインはかなり古い上に天然ガス輸送の圧力が 8MPa（ﾒｶﾞﾊﾟｽｶﾙ）程

度の前提で作られている。しかし、CCS 事業においては 12Mpa 程度の圧力が必要とされ

ているため、陸上から海上 CCS サイトまでのパイプラインは新たに敷設しなければならな

い。 
  
 
４）当面の課題と今後の見通し 
 
①助成金の獲得 
 20 年かけて段階的に整備するといっても、CCS 事業には巨額の初期投資が必要になり、

これを地元だけで負担することは困難であり、 初の予算確保手段として CO2Sense とし
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て も重視しているのは EU からの補助金である。 
 EU 委員会は現在欧州内で CCS モデル事業の公募を行っており、8 つ程度のモデル事業

が指定されることになっているが、指定された事業に対しては EU が補助金を支給して支

援する計画になっている。 
 
 現実問題として、この公募はそれほど“競争率”が高くはない。欧州内にある CCS 事業

推進機関のうち、母体がしっかりしているところは当社を含めて 6～7 件程度であろうと認

識している。そのうち 2 件は英国ヨークシャー地域の企業体であり、そのうちの 1 件が当

社ということになる。従って、ヨークシャー地域の 2 企業がともに EU の指定から漏れる

可能性は少ないと考えているが、2 社とも指定されるかどうかは予断を許さない。 
 もう一つの助成としては英国政府からの補助も期待している。英国政府は国内の CCS プ

ロジェクト数件に対して 2012 年に補助金を支給、2016 年から稼動させる計画を持ってお

り、当社としては EU、英国政府両方の補助金獲得を狙っている。 
 
②ビジネスモデル 

 ヨークシャーでの CCS 事業は、とりあえず 2020 年頃までは公共事業という性格の強い

形で進められることになると考えているが、それ以降は商業ベースでの事業運営を軌道に

のせたいと考えている。ただ、具体的にどのようなビジネスモデルを創出すべきなのか、

今の段階では手探り状態で明確なビジョンはない。 
 
 CCS の事業形態ついては EU 内でも若干の意見の相違があり、英国政府は CCS を民間に

委託して推進したいと考えているのに対し、EU 委員会サイドには CCS 事業を公的管理の

もとで進めたいという志向が強い。 
 
 
５）欧州における CCS 普及の可能性 

 
 前述の「CCS 指令」は大型火力発電所での CCS 用地の確保などを定めたもので、CCS
そのものを義務付けたものではないが、これは将来の「火力発電所への CCS 設置義務付け」

に向けた準備と考えることができ、いずれは欧州内の火力発電所、あるいはその他の大量

排出事業所に CCS 設置が求められるようになる可能性は高い。 
 しかし、CCS を行うためには地理的・条件的な制約が非常に大きいことも事実である。

たとえばヨークシャーであれば地上からパイプラインで北海の天然ガスサイトに CO2 を送

ることができるが、ドイツが同じことをしようとすれば、距離や水深の問題などから、船

で運ばざるを得ないはずであり、コストや設備面でのハードルが非常に高くなる。 
 さらに、海に面していない国が多く存在するという問題もある。これらの国々が CCS 施
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設を建設しようとすれば、内陸の鉱山跡地などを使うしかないことになるが、内陸部に温

暖化ガス貯蔵施設を作ろうとすれば、住民の強い反対は避けられないであろう。また、海

に面していない上に、内陸部にも CO2 貯留条件に適した場所がないといった国が出てくる

ことも当然考えられる。こういった国々は自国排出 CO2を CCS 設備保有国に貯留してもら

うために“輸出”しなければならないといった事態もあり得ぬ話ではない。 
 
 このように、CCS 施設の建設が地理的条件によって有利・不利の差が大きいのは否定で

きないので、こういった国ごとの差を効率的に相互補完しようという考え方が、いま EU
が打ち出している TEN（Trans European Energy Network：欧州横断エネルギーネットワ

ーク）構想である。 
 これは、天然ガス・電力・CO2 などを欧州全域をネットワーク化することで効率的に生

産・輸送・処理するという考え方である。 
 当社が計画する CCS 事業で使える「貯留キャパシティ」は、前述の 6000 万 t/年という

排出量をあてはめても 30 年分の容量が存在すると推定しているが、これが将来的にはヨー

クシャー地域、あるいは英国だけではなく、欧州全体のエネルギーと CO2 の生産・輸送ネ

ットワークの中に組み込まれる可能性もあるといえよう。  
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２－９. ENCOS 社・SRS 社 
 
 
１）エンコス社の事業概要 
 
 エンコス社は焼却灰を原料にした再生レンガ製造・販売の事業化を目的として 2 年前に

設立された企業である。再生レンガの技術的なキーであるオーガニック・バインダー（結

合剤）をリーズ大学の研究者が開発したことから、現在のオフィスもリーズ大学内にある。 
 一方、SRS 社は一種のインキュベーター企業である。英国には IP グループいう大学系ベ

ンチャーへの資金提供組織があり、国内 12 の大学を対象としてベンチャー支援を行ってい

るが、SRS 社は民間のインキュベーターとして IP グループと共にエンコス社に投資してい

る。現在、エンコス株の 40％が IP グループ、18％は SRS 社が保有している。 
 
 
２）技術・製品の特徴 
 

 エンコス社の再生レンガは焼却炉から排出される焼却灰を原料にしたもので、これに新

しく開発した、ヒマワリ油などの廃植物油から作った特殊なバインダーを加えて成形し、

焼成する。 
 通常のレンガの場合、成形後の焼成には 1800℃で 2 日間ほど焼く必要があり、非常に多

くのエネルギーを消費すると共に大量の温暖化ガスも排出していた。だが、当社の再生レ

ンガは 200℃程度の温度で、時間的にも 2 日未満で焼成プロセスは終了する。また、焼成温

度が 200℃程度ということは新しく燃料を用いて焼く必要がなく、廃棄物や下水汚泥などの

焼却炉から発生するが、当社の再生レンガではその余熱も有効に活用できることになる。 
 このため、製造プロセスにおける CO2 排出量は通常のレンガの 5～10％程度で済む。コ

ストについても現在計算中であるが、エネルギーコストが圧倒的に安く、しかも原料発生

源と焼成プロセスの熱源が同一で運搬コストも抑制できることから、通常のレンガに比べ

ればかなり安くなるのは間違いない。 
 
 このように、当社の再生レンガは「リサイクル原料（焼却灰）にリサイクル添加剤（廃

食用油由来のバインダー）を使い、余熱だけで焼く」という点で低炭素化という社会ニー

ズに合致している。 
 現在、再生レンガ製造のテストプラントを建設しているところであるが、2011 年末には

大規模プラントを建設する予定であり、そこでは年間 2 万～2.5 万 t 規模の再生レンガ製造

事業を計画している。 
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３）再生レンガ事業と環境規制との関係  
 
 当社の再生レンガ事業にとって、英国政府の住宅ゼロカーボン政策が大きな追い風にな

っているのは確かである。英国の住宅ゼロカーボン政策は段階的に目標が設定されている

（下記参考資料参照）。 
 CO2 排出をゼロにしようとすれば、多くの住宅は太陽光発電パネルなどを設置しなけれ

ばならないであろうが、当社の再生レンガを使えば建設段階での CO2 負荷は大幅に軽減さ

れるのは間違いなく、太陽光発電の条件の悪い英国で太陽電池を置くよりもはるかにゼロ

カーボン化に貢献し得る。 
 
  （参考資料）英国政府の住宅ゼロカーボン政策の目標ステップ 

   ①2016 年までに全ての新築住宅および学校をセロカーボン化 
   ②2018 年までに全ての新築公共建築物をゼロカーボン化 
   ③2019 年までに非住宅を含む全ての新築建築物をゼロカーボン化 
  
 この建築物ゼロカーボン化の決定は英国の法体系の中では「code of practice」にあたる

ものであり、完全な法的義務や不遵守に際しての罰則等を課すものではないが、通常のガ

イドラインより法的拘束力は強い。住宅や建築物のゼロカーボン化という動きは英国以外

でも活発化しており、当社の再生レンガ事業にとっては望ましいトレンドが形成されつつ

ある。 
 また、この再生レンガによって減らした CO2が EU-ETS などの排出権取引市場でどの程

度の価値（carbon benefit）を持つかについても現在調査中であり、将来的にはこの再生レ

ンガを使用することが排出権価値を持つようになるという可能性も考えられる。 
 
 
４）今後の見通しに関する見解 
 
 2011 年に建設を予定している 2 万～2.5 万 t/年規模の量産プラントはヨークシャー・ウ

ォーターから供給される汚泥焼却灰を原料にすることを想定しており、バインダー原料と

なる廃油に関してもすでに回収業者と契約して年間 22.5 万 t 程度の量を確保するメドは立

っている。英国では年間 8000 万 t のレンガが使用されると言われているが、当社としては

当面その 10％程度のシェアを獲得することを目標にしており、そのためには 2011 年稼働

予定のプラント以外にも、焼却灰の発生事業所に次々にプラントを建設していきたいと考

えている。 
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第Ⅴ章．我が国機械産業の EU 環境規制対応に関する考察 

 
１. 欧州環境規制のトレンドに関する考察 
 
１－１．変容しつづける欧州環境規制 
 

 本専門部会が行った欧州環境規制動向調査をふり返ると、ここ 5〜6 年間の欧州環境規制

の変化が極めて激しいものであったことが改めて確認できる。 
 

2005〜2010 年にかけての欧州環境規制概況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本専門部会での調査経緯を下に（株）東レ経営研究所作成 

 

 2006 年に施行された RoHS 指令は、それまでの「欧州ローカル環境規制」ではなく、世

界の環境政策で EU のリーダーシップを強化するという戦略的側面を持った化学物質規制

2005〜06 年 

2007 年 

2008 年 

・2006 年の RoHS 指令
 施行に向けた対応 
・REACH 規則情報収集

・REACH 規則
    予備登録準備

・REACH 予備登録開始

・EuP 指令情報収集 
・独等の再生可能エネル 
 ギー施策に注目 

・ソーラーバブル 
・EuP 指令注目高まる 
・排出権取引 

・ REACH 
  第一次本登録締切 
・RoHS 指令改正問題 

2010 年 

・EuP→ErP 指令へ 
・国内でも排出権取引試 
 行の動き活発化 

・REACH 本登録開始

SIEF の進行

・ポスト京都体制 
     構築の停滞 
・EU 低炭素政策強化 

2009 年 

化学物質関連規制 エネルギー関連規制 

2011〜12 年 REACH 見直し ポスト京都体制 
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であり、我が国産業界は海外企業も巻き込んで、そのサプライチェーン自体にコンプライ

アンス責任を負わされるという、それまでにあまり経験したことのないタイプの化学物質

含有規制への対応を迫られたといえる。 
 さらに、電気・電子業界に限らず、すべての業界が影響を受けると予想された REACH
規則の実施が伝えられ、欧州の環境規制に対する関心、さらに企業としてそれにどう対応

するべきかという懸念が一気に高まった。本専門部会の調査でも 2006〜2007 年度頃は完全

に REACH 対策に力点を置いた調査を行っていた。 
 
 だが、その頃から欧州では独自の温暖化ガス排出権取引市場の創設、あるいはドイツの

フィードイン・タリフ制度による爆発的な太陽光発電普及などが伝えられ、さらにそれま

では「枠組み指令」として個々の規制の輪郭が不明確だった EuP 指令の実施措置が具体化

し始めたことで、省エネ関連規制対応の必要性が急速に高まった。本調査でも特に 2009 年

度調査に関してはエネルギー関連規制や制度の対応動向等に力点を置いて情報収集を行っ

た。 
 しかし、今年度は RoHS 指令改正検討でナノマテリアルを始めとして規制対象物質が大

幅に増えるという可能性が生じたことで、一種の“揺り戻し”のように、再び化学物質規

制強化に対する懸念が我が国でも一気に高まった。 
 こうして振り返ると、ここ 5〜6 年の変化が非常に大きかったことと共に、昨年度報告書

でも言及したように、欧州環境規制が常に変容・拡大を続けるという性質を持っているこ

とが改めて確認できる。 
 

 

１－２．EU 環境規制が持つ経済戦略的側面 
 
 EU が打ち出す様々な環境規制の目的が環境負荷の低減や地球温暖化防止などを目的と

していることは言うまでもないが、これらの規制が EU の産業競争力強化のための戦略的

な側面があることも確かである。 
 これは、EU 域外企業が不利になる規制ということを意味するものではない。過去 4 年間

にわたって本調査で実施した EU 現地動向調査でのヒアリングでは、欧州域内企業もまた

EU 環境規制対応に大きな負担と困難を感じており、規制対応の難しさという点での差はな

いといってよい。むしろ重要なのは、EU が考える競争力強化の根底に「高い環境意識を持

ち、それを実行する能力を持つことこそが企業競争力強化である」という考え方が見られ

ることであろう。 
 
 含有化学物質規制や製品省エネ規制に対応することは EU 域内・域外を問わず企業には

大きな負担を強いることになるが、EU 当局の考え方はそういった環境規制遵守というハー
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ドルを越えることこそが企業の “環境競争力”を高めることになるというものであるとい

える。 
 この考え方に基づけば、環境規制というハードルを越えられない企業が EU 市場から駆

逐されるのは自然な成り行きであるということになり、EU 域外企業が欧州市場から撤退す

るのはもちろんだが、規制に対応できない EU 域内企業もまた淘汰されることになる。 
 こういった考え方は EU の企業もある程度共有しており、EU の環境規制に対応できない

企業は結局淘汰され、EU 域外でビジネスをするしかない、逆に言えば EU 市場で事業を続

けようとすれば、EU 環境規制というハードルをクリアしなければならないという考え方が

企業の間にも浸透している。 
 
 EU 環境規制が常に変容し、急を要する対応ポイントも変わり続けている以上、我が国産

業界もまた常に新しい情報収集と対応検討を続ける必要がある。「No Data, No Market（デ

ータがなければ市場はない＝安全情報のない製品には販売を許さない）」という REACH 規

則の基本理念が示すように、EU の環境規制には「環境規制というハードルをクリアした事

業者にのみ、EU 市場という巨大マーケット開放する」という思想が存在しているとみるこ

とができる。 
 そういう意味では、EU 環境規制は EU 内企業に対しても、そして我が国をはじめとした

海外企業に対しても、欧州市場で事業を続けていくための環境規制遵守を今後も求め続け

ると考える必要があろう。 
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２．我が国機械産業としての対応に関する考察 
 
２－１．欧州化学物質関連規制への対応 
 
１）REACH 規則への対応と問題点 
 
 REACH 規則は 1000t/年超物質などの本登録が昨年締め切られ、今後はより少量生産・

少量輸入物質の登録作業に進んで行くことになるが、機械産業として当面重視しなければ

ならないのは 2011 年から始まる SVHC の届出への対応と、その先にある REACH 見直し

における規制内容変化の情報収集であろう。 
 
①SVHC 届出と物質追加への対応 
 SVHC の 初の届出は「2010 年 12 月 1 日までに候補リストに収載された物質」に該当

する 38 物質については 2011 年 6 月 1 日が届出期限であり、これに該当する物質を 0.1wt%
超・1t/年超使用しているメーカーは確実に届出が履行されることを確認する必要がある。 
 SVHC 届出は物質の登録などと同様に海外企業が直接行うことはできず、欧州サイドの

輸入企業や唯一の代理人を通じた届出が必要になり、これらの企業に確実な届出を履行さ

せるために SVHC の濃度や対 EU 輸出数量等の正確な情報提供が必要になる。 
 
 ただ、REACH 規則における SVHC 届出を難しくしているのは、そういった届出に関す

る実務上の問題よりも、むしろ今後 SVHC が継続的に少しずつ追加され続けることにある

といえる。我が国メーカーは新しい SVHC 物質が公表されるたびに、自社製品での含有状

況を確認し、必要に応じてそれを半年という猶予期間内に届出なければならず、しかもこ

の SVHC 追加→確認→届出という作業がいつまで続くかという見通しは現状では持ち得な

い。 
 従って、我が国の機械メーカーとしては当面は「おおよそ半年ごと」「1 回につき 10 物質

弱」という SVHC 追加ペースを踏まえ、怠りなく情報収集を続けることが重要になる。た

だ、Ⅰ章でも言及したように、SVHC の追加ペースが現状のまま続くとすれば数十年とい

う期間が必要になりかねず、ある段階で大量追加される可能性があるということも念頭に

置く必要がある。 
 
②サプライチェーン管理 

 上で触れたことにも関連するが、今後も長期にわたって継続的に SVHC が追加され続け

るという前提に立つと、機械メーカー、特に 終組み立てメーカーにとっては「自社製品

に含有してはいけない（あるいは届出を必要とする）対象物質が常に増え続ける」という

ことを意味し、含有物質管理に関してどこまでケアしておけばいいのかという範囲がいつ
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までも決まらないことになる。 
 REACH 規則においては広いサプライチェーン全体で含有物質情報をスムーズに流通さ

せることが重要であるということはこれまでの調査でも言及してきたポイントであるが、

含有有無を確認しなければならない物質が常に増え続けるということは、サプライチェー

ンを通じた含有物質管理をさらに難しくするのは間違いない。 
 
 新しい SVHC が追加されるたびに、それらの物質の含有確認がサプライチェーン内を飛

び交うという事態も十分予想される一方で、 終組み立てメーカーが“先回り”して、ま

だ SVHC リストに入っていない物質まで確認しようとするといったことも予想されるが、

そのいずれの事態も、サプライチェーン、特に川中企業などに大きな負担を強いることに

なると予想される。 
 また、仮に SVHC の追加が半年ごとのペースで続くと仮定した場合、そのたびごとに自

社の全サプライヤーに対して物質追加とその含有に対する方針を告知するとすれば、 終

組み立てメーカーの負担もまた非常に大きくなる。 
 ドイツなどでは SVHC の追加告知を自社のサプライヤー向け HP などで告知し、その情

報を確認する責任はサプライヤー側に負わせるといった例もみられたが、SVHC が少しず

つ長期にわたって繰り返し追加されるという流れが続くとすれば、その情報をサプライチ

ェーンに効率的に周知し、含有を確認できるような体制づくりが重要になると考えておく

必要があろう。 
  
③REACH 見直しの情報収集 
 2012年に予定されているREACH規則の見直しに関してはまだはっきりした見通しが立

てられない状況であるが、SVHC の含有濃度基準である「0.1wt%」の分母が変更されると

いう可能性があることには留意しておく必要がある。 
 これについては今のところ、①現行のまま ②同一物質（ホモジニアス・マテリアル） 

③部品（コンポーネント） という三つの可能性が考えられるが、このどれになるかは全

くわからず、欧州機械メーカーもはっきりした見通しは持っていない。 
 現在の分母が成形品全体とされていることは、大型機械などを作るメーカーにとっては

有利であるのは確かであり、これがより小さな分母に変更されることは機械メーカー全体

に与える影響が大きいだけに、これについても継続的な情報収集を行うことが必要である

といえる。 
 
  
２）RoHS 指令への対応と問題点 
 
 RoHS 指令の改正は、今年度調査においてある意味 も注目度の高かった問題であったと
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いえる。 終的には今回の改正で規制対象物質が大きく増えるといった事態には至らなか

ったが、機械メーカーにとって今後の RoHS 対応が難しいものになるのは確かであり、特

にポイントとして指摘しておく必要があるのは下記の 2 点であるといえる。 
 
①適用除外等の問題 
 RoHS 指令は今回の改正によってオープンスコープ化、CE マーキングなど大きな変更が

加えられたが、たとえば CE マーキングなどに関しては整合規格などもまだ不明確な部分が

あり、カテゴリー11 のオープンスコープに関しても「1〜10 以外の全て」という広い範囲

を含んでいるため、逆に自社が欧州に輸出している機械に対してどのような規制が適用さ

れるかを明確にイメージしづらい部分がある。 
 ただ、RoHS 指令による自社ビジネスへの影響を評価する上で も問題になるのは適用除

外製品かどうかの判断が難しいことにあるといえる。特に、機械メーカーにとって該当す

る可能性の高い「大型据付産業用工具」や「大型固定設備」といった適用除外項目規定は、

解釈次第では大型機械のほとんどが該当するとみなすことも出来るだけに、メーカーとし

ては難しい判断を迫られることになる。 
 

RoHS 指令の適用除外製品に関する定義（抜粋） 
 ①大型据付産業用工具 

大型据付産業用工具とは、特定利用のために相互に機能し合う、機械、機器または部

品による大型の組み立て品を意味する。特定の場所への恒久的設置、取り外しは専門

家によって行われ、工業生産施設または研究開発施設において専門家により使用およ

び保守される。 

 ②大型固定設備 

大型固定設備とは、数種類の装置やその他の機器を大規模に組み合わせたものを意味

する。専門家によって組み立ておよび設置され、あらかじめ設定された専用の場所で

永久的に使用されるよう意図され、専門家によって取り外される。 

 経済産業省：改正 RoHS 関連工業会合同勉強会での電気・電子 4 団体欧州化学品規制 WG 資料より抜粋 

 

 現状では個々の機械に関して、何がこの適用除外項目に該当し、何が該当しないかとい

う明確な判断基準はなく、それをどう判断するかは事実上、企業あるいは業界団体等に委

ねられた状態といってよい。同じ機械であっても、それが適用除外かどうかで判断がバラ

つく可能性も十分考えられる。 
 法律の文言の解釈問題は REACH 規則における「意図的な放出」や「物質と調剤」の解

釈などでも存在したものであり、欧州の環境規制につきもののグレーゾーンともいえる。 
 こういった問題に対処するためには、自社がどういう根拠とロジックに基づいてどう解

釈するかを明確にすることも必要だが、さらに重要になるのが同業他社の解釈、あるいは
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他国の同業メーカーの考え方とのすり合せであろう。 
 
 ある機械を適用除外と見なすかどうかの判断が企業ごとに、あるいはそれぞれの国の業

界団体ごとに分かれるという事態は、公平な企業競争を阻害するのみならず、「どちらかが

法律違反になる」というリスクを背負うことにもなる。 
 これを避けるためには、まず日本国内の業界団体等である程度の統一的解釈をとりまと

めた上で、それを海外、特に欧州の同業メーカー団体の解釈と整合化させる作業が必要に

なる。こういった取り組みが遅れると、上述のように同じ製品を適用除外とするメーカー、

RoHS 指令の対象とするメーカー両方が併存するという事態が生じかねない。 
 そのためにも RoHS の適用除外に関しては自社がどう解釈するかも重要であるが、国内

他社、欧州同業メーカーなどがどう考えるかという情報のやり取りが極めて重要であるこ

とを十分念頭に置く必要があろう。 
 
②ナノマテリアルの扱い 
 Ⅰ章でも触れたように、今回の RoHS 改正でナノマテリアルが規制対象物質になること

はなかったが、「将来的に代替検討がなされるべき対象」として RoHS 前文に埋め込まれた

ことは、いわば RoHS において「将来的に禁止される可能性がある物質」としてナノマテ

リアルが公式に指摘されたことといえ、ナノマテリアルを製造する化学メーカーと、それ

を使うユーザー企業にとっては、大きな懸念要素として残り続ける。 
 
 そもそも、ナノマテリアルのように広範囲に使われる物質に関する規制を、電気・電子

製品だけを対象にした RoHS 指令のような規制で扱うのが正当かどうかという議論がある

のは事実であり、その正当性が明確にされているわけでもない。今回の RoHS 改正で突然

ナノマテリアルが禁止対象物質候補として検討の俎上にのせられたのは、法的な正当性よ

り政治的な動きの方が原動力になったという見方も多い。 
 ただ、ナノマテリアルの健康リスクや環境リスクについては RoHS の前文でも言及され

ているように、まだ裏付けとなる科学的知見が十分ではなく、ナノマテリアルだけを対象

にした包括的な規制を制定するのは現状ではかなり難しい面がある。 
 そういう意味では、電気・電子製品に使用するナノ物質は RoHS 指令を、化粧品に使わ

れるナノ物質については2013年からの化粧品規制を使って規制するという方法はナノマテ

リアルを規制する法的措置としては、現実的なやり方であるともいえる。従って、今後ナ

ノマテリアルに関してはそれぞれの製品分野ごとに規制が強化されていくという流れが十

分考えられ、その大きな流れの中に RoHS もあるということができる。 
 
 前文でナノマテリアルが言及された以上、今後 RoHS 指令見直しのたびにナノマテリア

ルが禁止対象物質になるかどうかが焦点になる可能性は高い。しかし、そういった問題は
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RoHS 指令が対象とする電気・電子製品だけの話ではなく、今後他の製品分野にも拡大して

いく可能性が十分あることを考慮しておく必要がある。 
 
 
３）EU 化学物質関連規制全般に関する留意点 
 
 REACH や RoHS をはじめとした様々な化学物質規制には、純粋な環境保護・健康リス

ク低減のための施策という要素に加えて、前項でも触れたように化学物質規制で常に先行

することで「欧州スタンダード」を「世界のデファクトスタンダード」にするという、一

種の戦略的な側面があることは否定できない。 
 ここ数年、REACH 規則への対応がクローズアップされ、また今年度は、特に RoHS 指

令の改訂作業の成り行きが大きな注目を集めた。こういった既存の環境規制に関して今後

の改訂や見直しに関する対応が重要になることはすでに触れた通りであるが、我が国の機

械産業としてウォッチし続けなければならない対象がこの 2 つの規制だけであることには

ならない。 
 
 現在、機械産業に関連する EU の化学物質関連規制といえば、製造業のほとんどに関わ

る REACH や CLP、あるいは特定の業界を対象にした RoHS 指令、ELV 指令等が知られて

おり、これらについては過去に本専門部会の調査報告書でも取り上げている。 
 しかし、こういった製造業全体、あるいは特定業界を対象とした規制以外にも、たとえ

ば「電池指令」や「玩具指令」といったように、ある製品分野だけを対象にした規制も数

多く、これらの規制が自社製品に関係する場合には十分な注意が必要になることは言うま

でもない。機械産業としてはこれら一連の EU 環境規制が見直しや改訂によって内容が変

更されていくことに対応しなければならないと同時に、REACH における SVHC 物質の追

加や RoHS 指令の禁止対象物質のように、規制そのものに変更がなくとも対象物質が次々

と加わっていくことも常にフォローし続ける必要がある。 
 
 ただ、将来を考えればそれでも十分とはいえないと考えるべきであろう。化学物質規制

で常に先行し、EU 以外の国々に「EU スタンダード」を波及させていくのが欧州の環境戦

略であるという前提に立てば、既存の規制の変容に対応するだけではなく、今後新たな化

学物質規制が検討され、適用されるという可能性も考慮する必要がある。 
 REACH のように全製造業に関わり、規制運用のために行政機関（ECHA）を新設するよ

うな大掛かりな環境規制がここ数年程度の間に新たに制定される可能性が低いのは確かで

あるが、「EU スタンダードのグローバルスタンダード化」という EU の環境戦略が今後も

続くと考えれば、将来的に新たな化学物質規制が EU から発信される可能性は十分あると

いえよう。 
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２－２．エネルギー関連規制への対応 
 
１）ErP 指令の今後の見通しと対応 
 
 RoHS 改正による影響懸念が大きかったこともあり、今年度調査では ErP 指令に対する

注目は昨年度に比べてやや落ち着いた感があるが、現実には ErP 指令はこれまでに発表さ

れたロット（製品分野）はもちろん、今後も新しい製品の追加が確実視されている。 
 また、EuP 指令から ErP 指令へと規制範囲が大幅に拡大したことにも留意が必要である。

2009～2011 年の ErP 作業計画で示された製品分野は暖房設備や冷蔵・冷凍機器といったよ

うに、「製品省エネ規制」という性格を色濃く残した対象製品が中心に示されているが、中

には「水利用機器」といったように、節水という新しい既成概念を含んだとみられる製品

分野が入っていることも事実である。今後は機械のみならず、建材や建設といった業界も

ErP 指令に対する情報収集に注力する必要があるといえよう。 
 
 ただ、ErP 指令がそれ自体は枠組み指令であり、実際に企業に影響を与えるのは個々の

製品ごとに定められる実施措置であることが ErP 指令の対応を複雑にしている。複数の自

社製品が ErP 指令に関わるような企業では、それぞれ異なる製品に関して、異なるスケジ

ュールで検討されている規制検討プロセスをフォローしておかなければないことになる。 
 また、実施措置の内容決定プロセス自体も非常に複雑である上、我が国企業の発言余地

も限定される。そういった意味ではどういったルートで規制検討情報を収集し、逆に検討

機関に対して情報を発信していくかが非常に重要になる。 
 今年度調査のヒアリングにおいても、自社の欧州子会社が EU 当局の検討に深く関与す

ることで効果的なロビー活動につなげているといった事例などは一つの好例といえ、自社

の欧州法人、そしてその欧州法人が加盟している欧州業界団体などを通じた情報収集と情

報発信がこれまで以上に重要になってくるといえる。 
 
 
２）低炭素関連規制・制度 

 

 ErP 指令以外の低炭素関連制度、たとえば EU-ETS に代表される排出権取引制度や非

EU-TES セクターを対象にした努力分担義務、あるいはカーボンフットプリントといった

諸制度は、現状では EU 内の国・企業には影響を与えているものの、我が国産業界への影

響という点では、未知数の部分の方が大きいといえる。 
 確かに、欧州現地調査ではカーボンフットプリントの ISO 規格化に向けた動きなど、将

来的には EU 以外の国に影響を及ぼす可能性の芽があることは事実であるが、現状ではこ

れら動きはまだ具体化しているわけではなく、我が国企業として対応を検討できる段階に
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もない。 
 むしろ、欧州の低炭素関連規制や制度が我が国機械メーカーのエネルギー技術を生かす

ビジネスチャンスという側面も持っていることは重要なポイントである。2007〜2008 年頃

はドイツがフィードイン・タリフ制度を導入したことで太陽光発電が一気に普及し、それ

に追随して欧州各国で同様の制度投入が相次ぎ、太陽電池市場が爆発的に拡大したことは、

我が国のみならず世界の太陽電池産業地図を大きく変化させた。 
 欧州で ZEB、ZEH（ゼロエネルギービル、ゼロエネルギーハウス）の普及が叫ばれ、そ

の普及スケジュールが法的に規定されるといった近年の状況もこれと似た部分があるとい

ってよく、欧州が省エネハウスや再生可能発電住宅のマーケット拡大で先行するとすれば、

その需要獲得を積極的に狙うことが求められる。 
 
 ただ、グローバルな低炭素化トレンドがどうなるかという点については、欧州の規制や

制度の動向に加え、足踏みを続けているポスト京都体制の枠組みがどうなるかが重要にな

る。環境規制遵守のための企業活動負担という点では、欧州規制動向よりもむしろ世界的

な枠組みがどのように決まり、その中で日本がどういった排出削減責任を負うか、さらに

言えばポスト京都体制における日本の温暖化ガス排出削減の中で、産業、運輸、一般家庭

等のそれぞれのセクターにどの程度の責任分担がなされるかといった情勢を見極める必要

があろう。 
  
 

２－３．欧州以外の環境規制対応 

 

 EU の環境規制は、EU 域外国の企業活動のみならず、非 EU 国の環境規制そのものにも

大きな影響を与えている。RoHS 指令に類似した家電製品含有物質規制が世界に波及したの

はその好例であり、日本、米国その他各国で化学物質登録に関する規制が強化・再検討さ

れているのも REACH 規則の影響を抜きには考えられない。 
 今年度調査ではこれらの波及動向についても情報収集を行ったが、その結果から指摘で

きるポイントとしては以下の 2 点が考えられる。 
 

①現地企業の活用 

 RoHS 指令と類似の含有物質規制が多くの国で取り入れられたことについてはⅡ章でも

触れたとおりであり、その多くは RoHS と同じ 6 物質を同じ閾値で規制している。 
 しかし、細かい部分では各国の法律ごとに差異があるのも事実であり、たとえば中国

RoHS の場合は欧州 RoHS と同じ 6 つの対象物質に加えて「国家が規定するその他の有害

物質」という条項を設けており、中国独自の対象物質が加わる可能性が存在している。ま

た、適用除外などの細かい部分でも全ての国の規制が完全に同じではないため、各国に製
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品を輸出するメーカーにとっては「基本は同じでも細目で異なる様々な規制」に対応しな

ければならないということになる。 
 国ごとに微妙に異なる規制への対応を日本本社だけですべてコントロールしようとする

のは困難であり、対応ミスが発生するリスクも増える。現在は RoHS 型の、家電製品含有

物質規制の拡大が目をひいているが、今後 REACH のような物質登録規制、さらに ErP の

ような製品省エネ規制などが「基本は同じでも細目で異なる」形で各国に広がっていけば、

その対応を日本本社で全て行うのは事実上不可能と言ってもよいであろう。 
 
 今年度調査のヒアリングで、海外主要国の現地コンサルタント等と提携して包括的なコ

ンサルティングサービス構築を目指すという方向性が聞かれたが、これと同じ考え方は今

後製造業においても重要になると考えられる。規制が国ごとに異なるのであれば、それぞ

れの国の現地企業を活用し、各国の環境規制に対応して自社の円滑な製品輸出を確保する

というニーズは必然的に高くなるのは間違いない。これは REACH 規則における「唯一の

代理人」に似た考え方ともいえ、別の言い方をすればそれぞれの国に「唯一の代理人」を

置くという表現も可能であろう。 
 欧州を発信地として、類似の環境規制が他国に広がるという流れが今後も続き、「基本は

同じで細部が異なる」環境規制の導入が拡大していくとすれば、REACH と同じような本社

対応、あるいは自社現地法人対応だけでは限界がくるという危険性はある。そのためにも

現地企業のノウハウやリソースを効果的に活用するという方法論は考慮に入れておく必要

があろう。 
 

②新興国の影響力拡大 

 Ⅲ章ヒアリングで国内空調機器メーカーが指摘しているように、中国やインドといった

新興国はその巨大なマーケットボリュームを背景に、世界の規制検討ステージにおいても

急速に影響力を強めている。製品分野によっては、これまでのように「欧州先行」ではな

く、新興国を組み込んだ形で国際的規制検討を進める必要もあることされている。 

 こういった傾向は、今後強まることはあっても弱まることはないトレンドであることは

間違いない。これまで環境規制動向といえば「先行する欧州の動向注視」がまず必要であ

ったが、今後は新興国市場動向、あるいは新興国業界動向の重要性が高まることは避けら

れない。 

 中国やインドといった新興国は、我が国機械メーカーにとって有望な市場という側面か

ら捉えられることが多かったが、今後は「世界の環境規制動向を見る上での重要なプレー

ヤー」としても捉える必要性が出てきたことを指摘しなければならない。
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３．欧州環境規制対応に求められるスタンス 

 
 RoHS や REACH、あるいは ErP といった EU の環境規制に我が国企業が対応していく

上で、時々なされるのは規制の不公平性、言い換えれば「非 EU 国企業に不利」「EU 内企

業に有利」といった指摘である。 
 こういった声はある面では妥当なものといえる。規制条文自体には明確な不公平性が存

在しないとしても「結果的には EU 内企業に有利に作用する」といった部分があることは

否定できないし、EU 内企業にとって困難な条項は除外規定に盛り込まれるといったケース

があることも指摘されている。 
 しかし、同じように我が国の化学物質規制が海外企業からみて「日本企業に有利」と見

なされている可能性も否定することはできない。政府機関が決める法律がその統治エリア

の 大利益を追求するのはある意味当然であるともいえ、EU 環境規制に部分的な不公平が

存在しているとしても、それが EU 環境規制への対応を怠る理由にはならない。 
 
 ただ、改めて強調したいのは、EU の環境規制が企業に求めているのは「欧州企業優遇」

ではなく、「企業の環境対応力を高める」という点にあるということである。EU 環境規制

を遵守できない企業は欧州市場から駆逐・淘汰されることになるが、これは海外企業であ

っても EU 内企業であっても条件は同じである。欧州域内、そして世界から環境意識の低

い企業が淘汰され、環境対応力の高いメーカーだけが生き残れるようにすることが EU 環

境規制の根本的な思想であるともいえる。 
 環境保護・低炭素化といった世界的な流れが逆行することはあり得ないとすれば、我が

国機械産業にとって欧州環境規制は、欧州市場で、そして 終的には世界市場で生き残っ

ていくために設置されたハードルであるといえる。 
 
 今後も EU では様々な環境規制の強化や見直しが続くことは間違いない。そして、同じ

ような流れが日本や米国、アジア諸国等々に拡大していくという流れもまた続くであろう。

そういった中にあって、我が国機械産業は世界の環境規制情報の収集を続け、製品の環境

競争力を高め続ける努力が求められているといえよう。 
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