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EUの新化学物質規則（REACH）の予備登録が6月1日から始まった。REACHは化学物質

だけでなく、化学物質を用いた成形品（製品）も登録対象とする、包括的な化学物質

管理規制となっており、登録を怠ると欧州向け輸出が停止される恐れがある。 

電気・電子機器の環境規制（RoHS、WEEE）も始まっているEUは、ASEANにとって域

内に次ぐ輸出相手先であり、EU環境規制の影響は広範囲に広がるとみられる。全体の

動向のほか、ASEAN6ヵ国の対応とそれぞれの問題点、そして欧州規準の拡散について、

シリーズで報告する。 
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総論（１）日系企業の対応異なる（アジア大洋州課）2008 年 6 月 10 日 

  
＜グローバル・サプライチェーン全体で対策の検討を＞  
 2007 年の輸出統計が発表されている ASEAN5 ヵ国（インドネシア、マレーシア、タイ、フィリ

ピン、シンガポール）の、EU27 ヵ国向け輸出は 993 億 7,640 万ドルで、総輸出の 12.4％を占める。

EU は ASEAN にとって N 域内に次ぐ輸出相手先で、その影響は産業界全体に及ぶ。REACH など環境

規制への対応の遅れは巨大市場喪失につながるため、正しい情報の入手と適格な対応が求められ

る。  

 

 ASEAN には第三国向け輸出の生産拠点として進出している日系企業も多い。これまで幾度とな

く厳しい日本国内の環境基準に対応してきた日本企業も、今回の欧州新規制導入には戸惑いの声

が出ている。  

 

 これまで日本の化学品に関する規制（化学物質審査規制法；化審法）は、化学物質の製造者、

輸入者に対するものだけで、届け出対象は新規物質に限っていた。これは米国（有害物質規制法）

も同様だ。ところが REACH は化学物質だけでなく化学物質が含まれる製品も対象とし、届け出で

は新規物質だけでなく既存物質も対象となっている。さらに REACH の場合、安全性評価（リスク

評価）は政府当局ではなく、企業側が自ら行わねばならず、企業は「コスト高要因になりかねな

い」と懸念している。  

 

 在 ASEAN 日系製造業の輸出で、EU 向けは限られている。在アジア日系企業の経営実態調査（07

年 11～12 月実施）によると、在 ASEAN 日系製造業の輸出のうち、EU 向けは平均 6.1％である。  

 

 しかし、そのことをもって REACH の影響は限定的とは言いきれない。日本企業にとって ASEAN

は、日本本社や地域統括会社を中心としたグローバル・サプライチェーンの中に深く組み込まれ

ており、サプライチェーンを通じ、最終的に欧州に輸出している品目も多い。日系企業の場合、

本社を中心にグローバル・サプライチェーン全体の中での原材料や部品のサプライヤーなどを巻

き込み、含有物に関しての情報交換や REACH など EU 環境規制に対応したシステム作りが求められ

ている。  

 
＜対応の進展度合いが分かれる日系企業＞  
 REACH の予備登録は欧州の製造者か輸入者がすることになるが、その前段階として日系企業な

どアジアの製造者・輸出者の入念な確認などが行われている。在 ASEAN 大手日系企業では、本社

担当部門と連携して REACH 対応を行っており、既に REACH への対策を済ませているという企業も

多い。  

 

 これまでも大手日系企業は、欧州環境規制に対し、入念な準備を行うなど対策に万全の対策を

取ってきた。例えば、06 年 7 月に導入された「電気・電子機器の特定有害物質の使用制限（RoHS）
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指令」について、在マレーシア大手日系企業は「約 2 年かけて部品サプライヤーをチェックし、

すべて RoHS 対応部品に切り替えた」という。また中国からの調達品も、「中国に赴き現地検査を

行うなど万全の対応をとってきた」と語る。  

 

 その一方で、日系中小企業の場合は本社を通じて情報を入手したり、関係会社一丸となって対

策を検討したりする状況にはない企業も多い。製品納入先からの情報照会や対応依頼があって初

めて REACH 規則の存在を知る場合も多いようだ。在フィリピン日系中小企業の場合、本社のバッ

クアップがないため、インターネットを通じて情報収集するなど、手探りで対応を進めていると

いう。これら企業は制度全体の仕組みや自社に求められる対処事項が把握しきれておらず、適切

な対応を取るに至っていない。  

 

 東洋経済新報社の海外進出企業総覧（08 年版）によると、ASEAN6 ヵ国（タイ、シンガポール、

マレーシア、フィリピン、インドネシア、ベトナム）には 4,737 社、うち製造業はほぼ半分を占

める 2,429 社の日系企業が進出している。しかし、実際にはその倍以上の企業が操業していると

みられる。サプライチェーンが長くなればなるほど、どの段階の企業が対応するのか、単独で対

応するのか、他社と協力して対応すべきかなど、判断が難しくなる。特にそのサプライチェーン

の一部を構成する中小部品企業は、全体の姿や取るべき対応が見え難く、苦慮している。これら

企業の対応の遅れは、調達先の変更につながる危険性もはらんでいる。  
 
（助川成也） 
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総論（２）篩(ふるい）にかけられる企業（アジア大洋州課）2008 年 6 月 10 日 

 
ジェトロは今回、ASEAN 各国の政府・企業の REACH への対応について聞き取り調査した。その

結果、国により、また企業の規模などにより、対応に大きな差が出ていることが分かった。既存

の化学物質の予備登録期限は 2008 年 12 月 1 日までだが、この期間に対応できなかった企業は、

欧州化学物質庁（ECHA）での本登録が完了するまで、欧州への輸出・販売はできない。対応が遅

れている地場中小企業の対応を促すため、啓発活動や予備登録支援の強化が求められる。 

 
 
＜地場企業は REACH 対応に遅れ＞  

 シンガポールとマレーシアは、地場企業の REACH 対策の遅れを懸念し、政府や業界団体が、

説明会など啓発活動に乗り出した。  
 
 シンガポールでは、政府によると、REACH対応を迫られる化学関連メーカーは約 500社に上
る。07年に行った地場企業に対する REACH対応調査では、地場企業の多くが準備不足であり、
しかも REACH対応に伴うコスト負担や影響などについて把握していないことが明らかになった。
これを受けて、政府は化学業界団体と協力して REACH対応に関する説明会などを開催し、支援
活動を展開している。  
 
 マレーシアでは、化学製品の中でも油脂化学製品について REACH規制に対する影響が大きい
とみられている。マレーシア貿易開発公社（MATRADE）は、「対象が広範囲に及ぶ上に、規制
が複雑なため、企業の理解があまり進んでいない」と懸念を表明している。  
 
 肥料、化粧品、せっけん・洗剤などを製造、欧州向けに輸出している地場中小企業は約 450社
あるが、そのうちの半分が REACH規制を認識しておらず、当然、何ら対応を行っていないとい
う。そのため国際貿易産業省（MITI）は、6月から地方 6都市で中小企業向け個別ガイダンスを
行うなど、企業に対する支援策を打ち出している。  
 
 一方、タイ地場産業は家庭用品、台所用品、繊維・衣類、家具などの分野で影響を懸念してい

る。タイ家庭用品貿易協会のチェッドマネージャーは現地英字紙に対し「REACH に対する事前
準備を怠れば、EUマーケットを失いかねない」と警鐘を鳴らしている。  
 
 非常に対応が遅れているのがインドネシアである。政府と業界団体は REACH規制により、既
製服、家具、靴、電気製品など主要な輸出品で影響があるとの認識を示している。しかし、同国

政府は EU市場喪失などの強い危機感を持ってはおらず、特段の REACH対策を講じてはいない。  
 
 政府や業界団体による REACH予備登録に向けた啓発活動はほとんど行われておらず、各企業
に委ねられているのが現状である。08 年 12 月に予備登録期間が終了するが、対策の遅れに伴っ
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て欧州向け輸出が停止するなどの影響が懸念されている。  
 
＜欧州環境基準が実質的な国際標準に＞  
 一方、欧州規制がアジア各国の環境規制として採用・導入され、徐々に「国際標準」化する動

きもある。例えば典型的なのは RoHS指令。中国は 07年 3月に EU指令をもとにした自国指令
を施行した。タイも 07年 2月に同様の規制案を策定し、現在、正式な採択に向け審議中であるな
ど、アジア各国が自主的に国内規制として採用を進めている。  
 
 同時に欧州規則はデファクトベースでも国際標準になろうとしている。在 ASEAN日系企業で
も、最も厳しい欧州標準を「世界ルール」ととらえ、本社の指示の下、これに積極的に対応する

動きがある。  
 
 グローバルな国際競争を勝ち抜くため、在タイ大手日系家電メーカーは「グループの全商品は、

環境基準が一番厳格な欧州基準に準拠している」と語る。在マレーシア日系企業でも「1 つの工
場で 2 つの基準に合わせ製品を製造することは難しい」として、最も厳格な欧州環境規制に対応
した製造に一本化した例が報告されている。  
 
 しかし、地場企業の中には欧州基準に対応できず、市場を失っている事例もある。タイ電気・

電子研究所のスラット氏は「タイと EU では材料や規格が異なるため、（RoHS 指令により）EU
向け輸出適格商品を生産することができなくなった輸出企業もある」と、輸出を断念した企業も

出てきたことを明らかにした。  
   
 RoHS 指令の場合、使用制限される化学物質は 6 種類だったが、REACH の対象範囲はすべて
の化学物質だけでなく化学物質を含んだ成形品も含まれる。REACH の運用開始により、RoHS
指令時と同様、地場企業を中心に「EU輸出を断念」する企業が続出する可能性もある。ASEAN
各国企業は、欧州規則という「篩（ふるい）」でまさに選別されようとしている。  
 
（助川成也） 
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タイ：地場企業の輸出への影響を懸念（バンコク発）2008 年 6 月 10 日 

 
EU の環境規則が、企業の事業活動に与える影響を懸念する声が出ている。6月から予備登録が

始まった REACH については、地場の家庭用品、繊維・衣類業者などの EU 向け輸出に支障が出る恐

れがあると指摘されている。一方、進出日系企業は日本本社主導で対策を講じているケースがほ

とんどで、影響は限定的とみられる。また、RoHS と WEEE 指令については、大きな経費負担を強

いられる中小企業への影響が懸念されている。国内のリサイクル法制定の動きなど「タイ版 RoHS」

や「タイ版 WEEE」を新たに設ける動きも見られ、進出日系企業はその行方を注視している。 

 
 
＜EU 向け輸出への支障を懸念＞  

 REACHが企業の EU向け輸出に支障をもたらすことを懸念する声がある。「バンコク・ポスト」
紙は、「より厳しい EU規制が、輸出に脅威」と題する記事を掲載（2月 16日）。この中で、タイ
家庭用品貿易協会のチェッド・アーノン・マネージャーは、a.欧州市場に輸出している約 100 の
家庭用品工場に影響が出るだろう、b.輸出業者は REACH の施行に向けて準備をしなければなら
ず、これを怠ると EU市場でマーケットシェアを失いかねない、と指摘している。  
   
 また、家具産業組合のコムサン・ラオシラッパチャロン前組合長は「REACH は、台所用品、
繊維・衣類、家具を含むいくつかの製品の輸出に影響を与えるだろう」としている。  
 
＜日系企業への影響は限定的＞  
 一方、進出日系企業は、a. EU の環境規則に関し、日本本社側で一元的に対応している、b.タ
イからは EU向けの輸出は少ない、ことから REACHの影響は限定的との見方が多かった。  
 
 大手繊維メーカーA 社関係者は、ジェトロのインタビューに対し「REACH については、日本
本社で対応している。タイから EU 向けに繊維製品を輸出しているが、REACH での規制対象に
は抵触しないと理解している」と述べた。  
 
 スポーツ用品メーカーB 社関係者も「EU 規則への対応については、日本本社の技術関連部署
が担当している。当社ではドイツに販売店があり、欧州大手スポーツ用品メーカー向けに（化学

樹脂を用いた）スポーツ用品を輸出しているが、欧州側からは特段、REACH 対応関連での連絡
は受けていない」という。  
 
 また、大手家電メーカーC社関係者は「REACHは非常に大きな問題だとの認識はしているが、
日本本社環境本部が一括対応している。タイから EU 向けの輸出はほとんどなく、当社への影響
はない」と話している。  
 
 そのほか、「タイから EU向けの輸出を行っていないため、REACH対応など当地では何も講じ
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ていない」（大手家庭用品メーカーD社）、「EU向けのタイからの輸出がほとんどないこともある
が、REACHに関しては把握していない」（大手家電メーカーE社）、「欧州向けにエアコンを輸出
しているが、特段、今のところ支障は生じていない」（大手家電メーカーF社）といったコメント
もあった。  
 
＜タイ版環境規則策定の動きも＞  
 EU が策定する環境規則で、REACH に先駆け、欧州市場向け輸出活動に従事する企業へ影響
を及ぼしたのが、「WEEE指令」（05年 8月、回収義務発効）と「RoHS指令」（06年 7月 1日、
制限発効）である。  
 
 WEEEは、a.大型家電製品（冷蔵庫、洗濯機など）、b.小型家電製品（掃除機、アイロンなど）、
c.情報技術（IT）・通信機器（パソコン、電話など）、d.耐久消費財（ラジオカメラ、ビデオカメラ
など）、e.照明機器、f.電気・電子工具、g.玩具・レジャー・スポーツ用機器、h.医療関連機器、i.
監視・制御機器、j.自動販売機、を対象にメーカー側に自社製品の回収やリサイクル費用を負担す
る義務を負わせるもの。  
 
 また、RoHS は電気・電子機器について、a.鉛、b.水銀、c.カドミウム、d.六価クロム、e.ポリ
臭化ビフェニール、f.ポリ臭化ジフェニ－ルエーテル、の使用を禁じるもの。  
 
 タイ電気電子研究所（EEI）のスラット・タンパイトーン・マネージャーは、ジェトロに対し、
WEEEと RoHS指令に対するタイ地場企業への影響について「現在、ほとんどの製造業者、とり
わけ大手輸出業者は知識があり、十分な準備・対応を進めている状況にある。深刻な影響を受け

るのは、検査費が大きなコスト負担となる中小企業だ」と語った。  
 
 ちなみに、EEIのチャルック・ヘンラッサミー所長は、WEEE、RoHSの両指令の電気電子産
業界への影響について、かねてから以下の問題を指摘していた。  
 
（1）対応のための費用が、EU側の輸入業者や販売業者ではなく、タイ側輸出業者の負担になっ
ている。  
（2）輸出業者は、タイ側と EUで材料や規格に異なる点があるため、いくつかの製品では EU向
け輸出適格製品を生産することができないでいる。  
（3）輸出業者は、WEEE 基準下での回収率を満たすため、自社製品を改良する必要がある（さ
もなければ、EUでの市場シェアを失いかねない）。  
（4）RoHSの発効以降、重金属物質の使用禁止措置に対し、製造業者は代替品発掘に困難を感じ
ており、製造コストの増加を招いている。  
（5）中小企業はこれら EU指令への対応面での知識や技術が不足している。  
 
 また、スラット・マネージャーは、政府が、「タイ版 RoHS」、「タイ版 WEEE」を策定する計
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画を持っていることに言及し、前者はタイ工業規格院、後者は天然資源・環境省汚染管理局が所

管し、策定に向け取り組んでいる、と説明した。  
 
 同マネージャーは、政府関連部局による環境規則関連の方策として、例えば、天然資源・環境

省による、a.資源保護関連の立法措置、b.中古品からの有害廃棄物管理の促進、c.廃棄物管理のた
めの基金創設、および工業省による、d.リサイクル工場の設立・監督に関する規則、e.産業廃棄物
処理、f.あらゆる階層の人々に対する環境配慮面での啓発活動への取り組み、などを指摘した。  
 
＜日系メーカーもタイ国内法の行方に関心＞  
 RoHS、WEEE へのこれまでの対応に関し、日系大手家電メーカーE 社関係者は、「当社では、
有害物質の使用については全社的な規定があり、RoHS規制物質は使用していなかった。しかし、
取引先企業からその証明が求められたため、金額の張る検査装置を当地でも導入し、対応してい

る」とコメントした。  
 
 一方、WEEE については「1 民間企業での回収には限界があり十分な対応ができていないが、
タイでは今のところリサイクル法が制定されていない。07年初めごろにリサイクル法制定に向け
た動きが見られたことから、バンコク日本人商工会議所(JCC)電気部会では、タイ工業連盟(FTI)
と連携して、業界団体側の要望をタイ政府担当部署に伝えるよう取り組んでいる。すべてのコス

トを製造業者側に負担させるようなリサイクル法が仮に制定されるようなことになれば、その対

応に困難が生じることになろう」と述べている。  
 
（川田敦相） 
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マレーシア：地場中小企業は REACH 対応で出遅れ（クアラルンプール発）2008 年 6 月 10 日 

 
欧州で相次ぎ導入された新化学物質規則 REACH や電気・電子機器に対する環境規制（RoHS、WEEE

など）に対し、各方面で対応が進められている。2008 年 6 月から化学物質の予備登録が始まった

REACH への対応は、特に地場中小企業で遅れているため、政府と業界団体は 6 月から地方都市な

どで個別ガイダンスを始めた。進出日系企業は、本社主導で欧州環境規制への対応はほぼ完了し

ている。 

 
  
 EU の環境規制の動きに合わせ、アジアでは各国版 RoHS などの制定が見られるが、マレーシ
アでも環境規制導入の可能性について検討を始めている。  
 
＜油脂化学産業に影響＞  
 マレーシア化学産業協会（CICM）によると、欧州向けの輸出で影響を受けるのは、主要輸出
産業である電気電子機器と化学製品。しかし電気・電子業界については、地場企業による直接輸

出はほとんどなく、多国籍企業への納入が中心であるため、地場企業が直接的に対応する必要が

なく、大きな影響はないという。  
 
 化学製品、特に油脂化学分野について、CIMCは「450社近くの地場中小企業が肥料、化粧品、
せっけん、洗剤などを製造しており、影響が大きいと思われる。中小企業にとっては費用も大き

な負担となる。特に大きな問題なのは、これらの中小企業の 50％ が REACH規則を認識してお
らず対応がまだできていないことだ。今の段階では、どれだけの影響があるかは分からないが、

登録開始後の影響を注視しなければならない」と、中小企業への負担を懸念している。   
 
＜RoHS や WEEE は大きな影響なし＞  

 また貿易振興機関MATRADE関係者は「欧州環境規制の中でも、RoHSとWEEEはあまり複
雑な規制ではないので、企業は問題なく順守できている、と業界団体や企業から報告を受けてい

る。しかし REACHについては、範囲が広く複雑な規制であることから、企業の理解があまり進
んでいないのが現状だ。研究・開発（R＆D）段階にさかのぼってチェックしなければならないた
め、企業にとって REACH対応コストが大きな負担になるだろう」と述べている。  
 
 このような状況の下、国際貿易産業省（MITI）は「業界団体との協力の下、NRTF（National 
REACH implementation Task Force（事務局：CICM））を立ち上げ、6月から地方都市 6ヵ所
で中小企業への個別ガイダンスを重点的に行っていく」と、企業への周知徹底、特に中小企業へ

の対応を急いでいる。  
 
＜日系企業は本社主導で対応＞  
 進出日系企業では、本社主導の下、各工場から EU 向けに販売している製品について、a.登録
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すべき化学物質を確認、b.化学物質が含まれている場合は、サプライヤーに登録を確認、c.サプラ
イヤーが登録をしない場合は、代替品への変更を検討する、などの REACHへの対応を順次進め
ており、大きな混乱は見られない。  
 
 REACH の場合は、意図的放出の有無の確認や、工場で使用するインクカートリッジやペンな
どにいたるまでチェックすることが必要で、EU 輸入者が登録する規制ではあるものの、結局は
製造者＝輸出者による入念な対応が製造現場では求められている。  
 
 一方、既に導入済みの RoHSへのこれまでの対応について、大手日系家電メーカーは「本社か
らの指導に基づき、約 2年かけて当工場で製造している部品のサプライヤーをすべてチェックし、
RoHS 対応部品に切り替えた。検査機器を工場で導入し、部品チェックや抜き取り調査を実施し
ている。物質の混入の可能性を防ぐため、RoHS 対応部品しか作っていない納入先を選ぶなど慎
重な対応を行っている」という。  
 
 同社は「一部中国から調達している部品もあるため、中国に出張して現地検査を実施したり、

中国の自社の現地法人で役割分担したりして、調達先のチェックを行っている。今のところほと

んど問題はないが、まれに 1～2件特定有害物質を使用していたケースがあり、すぐ改善した」と
述べている。RoHS 規制は、グローバルに調達する在マレーシア進出日系企業の調達に影響を与
えている。  
 
 欧州向けの製品を製造している工場では、他市場向けも含めてすべての製品が欧州環境規制に

対応させることになり、結果として EU の環境規制は、グローバル規制として、マレーシアに立
地する製造拠点にも影響を与えている。  
 
＜政府は国内でも環境規制を検討中＞  
 国内でも環境規制導入の可能性について検討が始まっている。  
 
 天然資源環境省環境局は、デンマーク政府の協力を受けて、環境有害物質（EHS：Environmental 
Hazard Substance）に関する研究を 06年 2月 1日から実施している。研究は 08年 8月に終了
する予定で、その後、環境有害物質規制が国内で導入されるかどうかは確定していない。仮に導

入された場合は、RoHSと類似の規制になると予想される。  
 
 また、電気・電子機器のリサイクル・廃棄に関する規制については、環境局が、家電、AV機器、
OA 機器、携帯の 4 つのワーキンググループを立ち上げ、国内に進出している外資系製造業や地
場企業の関係者を含め、規制案について議論している。  
 
 現在、販売物の 80 ％を回収することを目標に議論が進められているが、回収責任がある産業
界を含め、どのような規制であれば産業界に受け入れられるのか、政府は実現の可能性について
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確認しながら作業を進めており、産業界も好意的に受け止めている。  
 
 MITI関係者はREACHについては、「同様の規制を導入することは政府として検討していない」
という。また業界団体関係者も、化学物質については既に 29もの国内規制があり、これ以上の化
学物質規制の制定はしないだろうとみている。  
 
 環境局担当者は現在検討されている環境規制について、「（実現には）少なくとも 1 年以上かか
るだろう」と述べている。  
 
（手島恵美） 
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シンガポール：企業は準備不足、政府が説明会（シンガポール発）2008 年 6 月 11 日 

 
 EU の化学物質規則「REACH」について、地場企業の準備はそれほど進んでおらず、政府は化学

業界団体と協力して 2007 年から情報提供や説明会開催などを行っている。欧州向けに製品を生産

する日系企業は、本社主導で受け入れに向けた準備を進めている。 

 
  
＜日系企業は本社主導で準備進める＞  
 規格・生産性・革新庁（SPRING）によると、REACH への対応が迫られる化学関連メーカー
は約 500 社に上る。現在、欧州向けに約 140 種類の化学製品が輸出され、07 年に EU に輸出さ
れた化学関連製品は約 110 億シンガポール・ドル（Sドル、1Sドル＝約 76円）で、EUへの輸
出総額の 23％を占めた。  
 
 経済開発庁（EDB）は 07年 8月 28日、化学関連製品輸出の大半がアジア太平洋向けであるた
め、REACH は欧州向け輸出比率の大きい南アジアや中東ほど大きなインパクトとはならないと
の見方を示している。  
 
 一方、同庁は REACH の目的を賞賛した上で、「対応のためのコスト負担が増え、企業の競争

力を阻害する可能性もある」との懸念も示した（「プラッツ・ペトロケミカル・リポート」誌 2007
年 8月 31日）。  
 
 日系企業は現在、本社主導で準備を進めている。化学会社 A社は「現在、グループで対応中だ。
対応窓口となっている関連会社が現在、どの製品がどういう分析が必要なのかリストアップして

いる」と述べた。また、総合電機グループの B社も、本社の環境部門が中心となってグループ全
体の対応を進めているという。  
 
＜政府はガイドブックを発行＞  
 SPRINGは業界団体と協力して、REACH対応に向け地場企業を対象にした啓発活動を積極的
に行っている。欧州向け化学関連製品を製造している企業を対象に SPRINGが 07年に実施した
調査によると、企業の多くが REACH 対応に向けた準備が不十分だったことが分かった。また、

企業の多くが REACH対応に伴う追加コスト負担や影響について完全に把握していないことも明
らかになったという。  
 
 SPRINGは 07 年 11月 5日、企業の REACH への対応準備を支援するため、化学関連の業界
団体、シンガポール化学工業評議会（SCIC）と提携して、a.化学関連の環境規制に関する対応準
備、啓発のプログラム立案、b.化学関連の基準策定、c. REACH 導入初期段階で困難に直面した
企業の登録作業へのサポート、などをする方針を示した。  
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 これに基づき、SPRING 傘下の輸出テクニカル支援センター（ETAC）は、SCIC やシンガポ
ール製造業者連盟（SMA）と共同で、08年 3月から REACH対応に関する説明会や研修を開催
している。また、SPRINGは中小企業向けの情報提供として、REACH対応のためのガイドブッ
ク「Complying with REACH ‒ A Guide for SMEs」も発行した。  
 
＜WEEE、RoHS の啓発活動も＞   

 SRPINGは REACHに先駆けて導入された電気・電子機器の環境規制（RoHS、WEEE）につ
いても、ガイドブックやセミナーの開催を通じて地元企業への啓発活動を行っている。SPRING
の担当官は、地元企業の両規制の対応状況について調査はしていないとした上で、企業の大半は

必要な情報は収集し、対応も終えているとの見方を示している。また同庁は、シンガポール独自

の RoHSを策定することについては「当面、可能性は低い。業界団体と協力して今後もニーズを
モニターしていく」とコメントしている。  
 
(本田智津絵) 
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フィリピン：サプライチェーンの中での対応に苦慮（マニラ発）2008 年 6 月 11 日 

 
 輸出指向型企業の多いフィリピンでは、自動車用電装品、家電用樹脂部品、半導体成型樹脂、

液晶フィルムなど EU の環境規制の対象となる製品を数多く生産している。日系中小企業の多くは

2007 年秋から対応を始めたが、全体のルール解釈やサプライチェーン（供給連鎖）の中の位置の

確認など、手探り状態の面もある。 

 
  
＜顧客からの照会で知った企業も多い＞  
 進出日系企業は電気製品を中心に輸出指向型企業が多い。輸出先は伝統的に米国、日本、ASEAN
が多かったが、06年以降は EUが最大の輸出先となっている。納入企業（顧客）が米国やアジア
系の企業だったとしても、輸出先は EU 向けというケースも多く、顧客から製品に使われている
化学物質の情報提供を求められることがある。  
 
 製品の納入先（顧客）からの情報照会や対応依頼を受けて REACHを知った日系中小企業も多
い。自動車用電装品メーカーA 社の場合は、顧客から取引上必要であるとの簡単な説明で、部品
に使用されている化学物質を登録するよう指示された。樹脂メーカーB 社は、本社経由で、この
ルールに従わなければ欧州市場への輸出ができなくなることを知り、取り組み始めた。  
 
＜ルールの解釈、自社への要求を把握しきれず＞  
 企業側の対応は 07年秋ごろから始まった。対応は日本の本社による一元的対応（社内に対策チ
ームなどを設置）と、独自対応（インターネットによる情報検索など）に大別される。しかし、

現状ではどちらも制度全体のルール解釈、自社に対する要求事項が十分に把握しきれていない状

況である。  
 
 REACH は実施スキームも複雑で、多くのことを理解しておく必要がある。さらにサプライチ
ェーン上の自社の位置を確認しないと、要求事項が見えてこない。特にチェーンが長くなればな

るほど、誰が対応するのか、単独で対応するのか、他社と協力して対応すべきなのかといった判

断が難しくなる。  
 
 A 社は「とりあえず材料メーカーから物質データをもらって対応しているが、これだけで十分
かどうか分からない。制度の全体像が見えないので、自社が行うべき適切な対応が分からず苦慮

している」と、サプライチェーン全体の対応状況把握の難しさを語っている。  
 

＜RoHS でも分析などのコスト増加＞  

 EU 向け輸出品のサプライチェーンに組み込まれていれば、近い将来、必ず制度への対応を迫
られることは各社ともに認識している。既に RoHS（電気・電子機器の有害物質規制）に対応し
ている企業では、対象物質に関する化学物質安全性データシート（MSDS）の作成（手間の増加）
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のほか、分析装置の購入、対応人員の増員、第三者分析機関への試験依頼費などが発生している。

今後 REACHへの対応に迫られると負担が増える、と懸念している。  
 
 家電部品メーカーC 社は「RoHS 対応だけでも分析装置購入、第三者機関への試験依頼、提出
書類がかさむため専門担当者を置くなどでコストが増えている。コスト増分は社内で吸収するし

かない。また仕入先が規制物質の代替物転換に対応していなかったため、調達先を変更したこと

もある」という。  
 
 対象物質が 6 種類に限定されている RoHSへの対応でさえコスト増となっているが、REACH
の場合、それ以上の負担増を予想する向きが多い。  
 
（佐藤昌浩） 
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インドネシア：地場企業の対応はほとんど手付かず（ジャカルタ発）2008 年 6 月 12 日 

 
 EU の環境規制が輸出産業に与える影響が懸念されているが、政府、業界とも危機意識が強いと

はいえず、具体的な対応策はまだ見られない。また、国内の環境規制設定の必要性は認識されて

いるが、まだこれからという段階である。  

 
 
＜官民ともに具体策は手付かず＞  
 EU には、既製服、家具、靴、電気製品など、化学物質を含む多くの製品を輸出している。輸
出振興庁（BPEN）は、REACH が輸出産業にとって障害になるとの見方を示し、影響を小さく

抑えるための周知活動を行っているとしている。  
 
 一方、繊維業者協会（API）は、「繊維製品に使用される化学物質の多くは輸入品で、国産品は
小規模業者などが使用する染料に限られる。化学物質の輸入業者は企業の社会的責任として、国

内の染料メーカーに成分表示を含む技術指導を行うべきだ」と主張している。  
 
 進出日系企業では、「本社主導の下で対応はほぼ完了しており、影響は限定的」と回答した企業

が複数あったものの、「広範囲の化学物質を対象とした複雑な規制であるため、登録すべき化学物

質の確認を進めている」という段階の企業も見受けられた。  
 
 地場企業では特に目立った対策を講じている事例は見られない。まずは規則への理解を深める

ことが先決だが、対策に伴い大きなコスト負担を強いられる可能性もある。  
 
 EU の環境規制がインドネシアの輸出産業に少なからず影響を及ぼす懸念は示されているもの
の、政府や各業界団体の認識、対応は十分とはいえず、各企業による個別の対策に委ねられてい

る。  
 
＜国内環境規制についてもこれから調査＞  
 インドネシア版 REACH、RoHS、WEEE策定の可能性などについて、工業省の担当部局は「イ
ンドネシアでは現在、REACH、RoHS、WEEE のような規制はない。これらの必要性について
は認識しているが、現時点では他国の情報を収集し、関係局間で情報を共有するにとどまってお

り、導入時期などの具体的なめどはたっていない。まずは包括的な調査が必要だが、予算の確保

から始めなければならない。日本に支援を要請することも検討している」と語っている。  
 
 また、同省エレクトロニクス局は、WEEEに関する他国の基本情報は持っているものの、詳細
にわたる研究までには至っていないという。  
 
（塚田学） 
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ベトナム： 7 月には国内新法も発効（ハノイ発）2008 年 05 月 27 日 

 
 EU の新化学物質規制「REACH」に対する関心がベトナムでも高まりつつある。ハノイ市内で 5

月 14 日、ホーチミン市内では同 16 日、REACH セミナーが開かれ、両市合計で約 500 人が参加し

た。7月 1 日に発効する国内新法の概要も紹介された。 

 
 
＜繊維、工芸品輸出企業から高い関心＞  
 同様のセミナーは 2007年 11月にも開催されていたが、ベトナム商工省、EU商工会議所、国
連工業開発機関（UNIDO）などが共催した今回のセミナーでは、REACHに関する説明のほか新
法との相違についても説明があった。セミナーには、政府関係者、地元企業、日系企業、欧米企

業などから、ハノイで約 200人、ホーチミンで約 300人が参加した。  
 
 UNIDO の森純一プログラムオフィサーは「今回のセミナーは、地元企業の参加が比較的多か
った。REACH に対する企業の関心は予想していたよりも高い」と語る。同氏によると、繊維、
工芸品などを欧州へ輸出しているメーカーや、日系では電子機器関連メーカーからの関心が特に

高く、「セミナー参加者の中には、REACH担当の職員を 2人採用するという欧米系企業もあった」
という。  
 
 REACH では、EU 域内で化学物質を年間 1 トン以上製造または輸入する場合に登録が必要に
なるが、そのほかにも、高懸念物質（SVHC：Substances of Very High Concern）が商品重量の
0.1％以上含まれている場合、購入先または消費者に含有物質の情報を提供する義務がある。特に、
消費者からの問い合わせに対しては 45日間以内に無償で回答しなければならない。  
 
 森氏は「企業の関心が最も高いのは、SVHCの情報提供義務についてではないか」と語る。例
えば、布を材料としてベトナムへ輸入し、完成品である服飾を欧州へ輸出する場合、材料である

布に含有される化学物質の情報を輸入元から十分に入手しておく必要がある。化学物質そのもの

を輸入する場合よりも情報管理が難しい点を企業は懸念している。  
 
＜新法の登録対象は新化学物質に限定＞  
 ベトナムの新法は 10章 71条で構成される。REACH同様、各企業は、有害化学物質の分類や
表示などを求められ、新たな化学物質を登録する必要がある。また、化学物質を輸入する場合は

商工省に、製造する場合は中央直轄市、省人民委員会に届け出なければならない。  
 
 化学物質については、環境保護法などの中でも言及されていたが、化学物質の管理について、

包括的で独立した法律が出るのは初めて。REACH も含め、人体や環境への影響を考慮する規制
が出てきている国際的な潮流の中で、ベトナムも体系的な法律制定を進めた形だ。ただ、「新たな

化学物質」の定義など、まだ不明な点も多く、政府から発表される同法の細則を待つことになる。  
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 なお、森氏によると、REACHとベトナムの新法律の相違点は次の 2点だ。  
 
（1）REACHは、すべての化学物質を対象として登録を義務付けているのに対し、新法律の登録
対象は、既存のものではなく、新たな化学物質についてだけである。  
（2）REACHは化学物質、同混合物と、自動車や繊維製品などの製造物までが対象であるのに対
し、新法律は化学物質やその混合物だけが対象。  
 
 森氏は「今後、欧州だけではなく、他国市場への参入に際しては、REACH 同様の条件が課さ
れる可能性も考えられる。化学物質の安全管理に対する危機意識は、在ベトナムの輸出企業を中

心に徐々に高まっていくのではないか」とみる。縫製品、履物をはじめ、ベトナムの主要な輸出

製品の競争力を維持・向上させていくためには、REACH のような国際的ルールを念頭においた
企業経営、政策決定が今後も必要となる。  
 
（小林恵介、篠沢裕介）  
 
 

 
ジェトロは、EUの化学物質規則（REACH）導入に際しまして、世界のビジネスニュース（通商
弘報）にて、最新情報、ジェトロが調べた欧州各国のヘルプデスクに関する情報、役に立つウェ

ブサイト情報などを掲載しています。詳しくはジェトロのホームページをご覧下さい。 
http://www5.jetro.go.jp/jet-bin/pro1.cgi/kouhou.html 
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