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a・v解説 a・v

欧州の新たな化学品規制 REACHの概要と対策

1. REACH導入の背景

2002年に開催されたヨハネスブjレグサミットで

は，ヒトの健康や環境に係る問題に適切に対応す

る観点から，化学物質管理の重要性が言及され，

アジェンダ21の「ライフサイクルを考慮に入れた

化学物質管理」の考え方を再確認するとともに，

12020年までに化学物質の製造 ・使用がヒトの健

康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化するこ

と」が合意された。

その後，欧州委員会は2003年 5月，人の健康と

環境の保護，欧州化学産業の競争力の維持向上な

どを挙げ，新たな化学品規制に関する素案(コン

サルテーション ・ドキュメント )を作成，公表，

同年10月には REACH規則案が正式に採択される

0背景

鈴木達也*

に至った。そして 3年以上に及ぶ審議を経た2006

年12月，欧州議会の採択，環境理事会の承認を受

け，本年 6月 1日より施行， 2008年 6月 1日より

本格運用されることとなった。

REACH登場の背景には 10万種にも及ぶとさ

れる既存化学物質(1971年から1981年 9月18日の

聞に市場で流通していた化学物質)の安全性評価

が進んで、いないという事情がある。これまで既存

化学物質については，各国が分担して安全性評価

を実施してきたが， 2007年 2月時点で評価を終え

たものはわずかに733物質。こうした状況の下，安

全性評価の義務を各国政府当局から産業界に移行

し，既存化学物質に対する点検を推し進めるため，

REACHは登場した。

-新規化学物質に比べて，既存化学物質 (約10万物質生産量1トン以上は約3万物質)の安全性評価の遅れ。

(参考)従来OECDのプログラムで各国分担し，既存化学物質の安全性評価を官，民で実施するも，なかなか進

まず。(2007年2月時点で733物質終了)

0ポイント

・新規化学物資だけでなく，既存化学物質についても登録(安全性評価の情報など)等の義務を設けたこと0

・安全性評価の義務を，規制当局から産業界に移管したこと。

・原則，事業者ごとに登録等を義務付けたこと (個別事業者の取扱い量によって規制レベルが異なる)0 

・特定の有害性物質は原則として使用禁止 (認可されれば使用可能)。

-化学物質の製造・輸入者だけではなく化学物質を含有する成形品の製造・輸入者に対して

も，含有される化学物質について登録や届出等を義務づけたこと。

(参考 1. REACH規則のポイン卜)

*経済産業省製造産業局化学課
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2 .制度の概要

REACHとは segistration，gvaluation，主uthoriza

tion and restriction of Chernicalsの頭文字を取って

いる。阻 ACHの対象者(欧州域内の製造業者また

は輸入業者)には，新規・既存の分け隔でなく，

年間 1トン以上製造 ・輸入される化学品の登録，

評価，認可，制限の 4つの主な義務が課せられる。

REACHは， 欧州化学品庁が立ち上がる2008年

6月1日から本格的に運用が開始されるが，同時

に来年 6月1日より予備登録が開始される。予備

登録の期間は施行後12 ヶ月 ~ 18ヶ月 (2008年 6 月

1日~同11月30日)で，予備登録をすれば，製造

量や輸出量，ま た発ガン性等の物質の特性に応じ

て，本登録規制の猶予期聞が与えられる。

最も猶予期間が短いものは，年間1000トン以上

の物質と ，年間100トン以上で水生環境に悪影響を

及ぼし得る物質，及び 1トン以上の CMR該当物

質で，2010年11月30日 (施行後 3年半後)までの

登録が義務付け られている。 また， 2013年 5月31

日 (施行後 6年後)までに登録が必要なのは，年

間 100 ト ン ~ 1000 ト ンまでの物質。そして最も量の

少ない年間 1 ト ン ~ 100 ト ンの物質は， 2018年 5 月

登録 (Registration)

-年間1t以上製造・輸入する場合，事業者毎

に物質を登録。登録情報は数量に応じ段階

的に増加。

・一定条件を満たす成形品中の物質も対象。

評 価 (Evaluation)

-当局が登録された情報に基づいて評価。

→文書評価，物質評価 (CSA，CSR) 0 

・必要に応じ産業界に追加情報を要請。

31日 (施行後11年後)までに登録しなければなら

ない。

なお，化学物質や調剤の登録については，予備

登録が行われた後，同じ化学物質・調剤を扱う事

業者同士が化学物質の情報を交換する目的でフ

ォーラム (SIEF: Substance Information Exchange 

Forum)が形成され，製造者 ・輸入者はこれに加入

し，安全性評価のデータシェアやコストシェアを

する義務が生じる。

3 .成型品に含有される化学物質に対する

登録等の義務

REACHでは，化学物質の登録や届出のほか，成

型品中の意図放出物質の登録，有害性への高い懸

念がある物質(高懸念物質)の届出についても義

務付け られている。成型品中の高懸念物質につい

ては，約1500物質に上ると言われているリストが

施行 2年後 (2009年 6月 1日)までに発表される

こととなっており，リストに掲載された化学物質

が年間 1トン以上の製造・輸入，および成型品中

に0.1%重量比を超える量が含まれる場合には，欧

州化学品庁への届出が必要となる。成型品とは，

電気 ・電子製品や自動車など幅広い製品が該当

認可 (Authorization)

以下の物質につき原則上市禁止とし，用途ごと

の認可制 (リスクが小さいことを産業界カf証

明)。

.CMR (発がん性，変異原性，生殖毒性)

・PBT(難分解，生体蓄積，毒性等)

制限(Restriction)

-登録要百に係わらず，いかなる物質も，人や

環境に許容しがたいリスクがある場合，製

造，上市，使用について制限。

→禁止，特定用途，条件付き許可 (社会経

済的影響分析，代替品の有無を考慮)。

(参考 2.REACHにおける 4つの柱)
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2007/61 2008/61 2008/12/01 2010/11/30 2013/513 2018/5/3 

P陥 日(既存)物質| 予備登録

(6ヶ月) 登録猶予期間① 戸・

登録猶予期間②
孟1，OOOt/y i 

孟100t/y
孟100ν'y'R50/531

孟1t/y'CMRCat・1.21

; 施行~伴

登録猶予期間③

孟10t/y

孟1t/y

施行-11年

SOS添付 (5a!町 Data5heet危険有害性分類物質， PBT'vPvB物質)

2008年6月-11月

末までに予備登録

(注)既存化学物質は予備登

録することにより，以下

の登録猶予期間あり。

1-100 t 11年

100-1000 t 6年

~1000 t 3.5年

但し，CMR等は3.5年。

Authorization候補勧告

Restriction見直し

76/769/EEC 

認可候補/認可 (AnnexXIV) 

制限 (AnnexXVII) 

(参考 3.REACH登録スケジュール)

欧州への輸入品

化学物質 問剤又は成形品の区別の詳細はガイダンス作成中

化学物質・調剤 成形品

(例 ポリエチレン包装，アルミ製品)

他社が成形品中の化学物質・調剤を当該用途で

登録(注)

孟1t/年 (ハザード評価)

注10t/年 (+リスク評価)

※SIEF (Substance Information Exchange Forum) 物質情報交換フォーラム

(参考 4. REACH登録・届出の流れ)
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し，これによって，多くの業種がREACHの影響

を受けることとなる。

ものではあるが，まだ未確定な部分が多く，現在，

来年に控えた本格的運用に向け，欧州委員会の主

導により産業界や EU各国政府も参画した形で，

具体的なガイダンス(則Ps: REACH Implementa-

tion Projects) を策定しているところである。

そのため，成型品中に高懸念物質が0.1%重量比

以上含まれていれば，成型品の供給者は，受給者

に対して当該成型品中にどんな化学物質が含有さ

れているのか情報を伝達しなければならない。ま

た，その情報は消費者からの要求があれば，当該

物質の情報要求を受けてから45日以内に開示する

ことが求められる。具体的な登録 ・届出のイメ ー

ジは参考4のとおり 。

4. REACHについての不明な点

REACHは本年 6月 1日に既に施行されている

RIPs は大きく RIP1 ~ 7 まであり， 産業界に対

する登録手続きの詳細は RIP3の中で取り決めら

れることとなっており (RIP3は，RIP3.1 ~3. 10に

更に細分化される)，例えば，登録に関わるデータ

シェアについては RIP3.4，意図放出物質等の成型

品に関する要件については， RIP3.8で規定され

る。

RIP1 : REACH Process Description 

REACH手続き全体の説明。フローチャートやQ&A集を作成。

RIP2 : REACH-IT 

ITシステムの整備。

RIP3 :産業界のためのテクニカルガイダンスドキュメント

RIP4 :当局のためのテクニカルガイダンスドキュメン卜

RIP5 :予備化学品庁 (Pre-Agency)の設置

RIP6 :化学品庁 (Agency)の設置

RIP7 :欧州委員会の準備

RIP3.1 :登録用技術ドシ工作成のためのガイダンス

RIP3.2 :化学品安全評価報告書 (CSR)作成のためのガイダンス

RIP3.3 :物質の特定情報要件に関するガイダンス

RIP3.4 :データシェア・予備登録に関するガイダンスド、キュメン卜

RIP3.5 : 111下ユーザーに対する用件に関するガイダンス

RIP3.6: GHSでの分類・表示に関するガイダンス

RIP3.7 :認可のための申請用ドシ工作成に関するガイダンス

RIP3.8 :成形品中の物質に対する要件に関するガイダンス

RIP3.9 :社会経済性分析 (Socio-EconomicAnalysis)に関するガイダンス

RIP3.10:物質の特定と命名に関するガイダンス

(参考 5. RIPの内容)

木材保存 Vol. 34-3 (2008) 



5.今後の対応策

REACHに対する産業界の取り組みとして，本

年9月に発足したアーティクル ・マネジメン ト推

進協議会(通称 JAMP:Japan Artic¥e Management 

Promotion -consortium)を紹介したい。本活動は社

団法人産業環境管理協会を事務局とした産業界の

自主的な取り組みであり サプライチェーンにお

ける製品含有化学物質の適切な管理及び円滑な情

報の開示を促進し，産業の国際的な競争力確保に

寄与することを目的として設立されたものであ

る。会員には素材や化学メ ーカーといった ，)11上

企業Jから，部品メーカ ーなどの，)11中企業J，セ

ットメーカーなどの，)11下企業」までが参画し，

平成19年7月現在，153杜，8団体が会員となって

いる。その主な活動として「アーテイクル含有化

学物質ガイドライン」ゃ「アーティクル情報記述

一 川

シー トJの作成が行われており，経済産業省とし

ても今後，これらの活動について支援 していく予

定である O

また，REACHについては，多くの中小企業に十

分に周知されていないため，経済産業省では，制

度の周知も含めた中小企業支援策を検討していく

予定である。さらに，来年 6月に本格運用される

REACHの運用については，現時点で不明な点が

多いことから，今後の RIPの動きについては，そ

の策定が域外国にと って産業障壁的とな らないよ

うフ ォローしていく必要があり，産業界とも連携

して REACHに対する対応状況等について情報収

集していくことが重要であると考えている。

(2007. 8.31受付)

(編集委員会注 :本解説は昨年 (2007年)8月に受

理されたものであり，文中の 「本年」は2007年，

「来年jは2008年を指す。)
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