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要旨：欧州の RoHS 指令，カリフォルニアの SB20 など，いわゆる製品環境規制が製

造業のビジネスに大きな影響を及ぼしている。これら製品環境規制のもとをたどる

と，IPP（Integrated Product Policy)の基本概念が浮かび上がってくる。この欧州

発のIPPがさらに OECDの場で化学物質管理と融合したものがCPP（Chemical Product 

Policy)という考え方である。本稿では CPP の現状と今後の動向について論じ，さら

に企業として取るべき対応戦略を論じる。 

 

Abstract: Concepts in the "Integrated Product Policy (IPP)" published 2001 from EU 
commission appears to be steadily getting into practice through legislation like RoHS, Eup, 
REACH, as well as expanding worldwide as seen in SB20 in California, WEEP in China, 
and Japanese new product policy. This article discusses the global trend of IPP in terms of 
Chemical Product Policy (CPP) focusing on the necessity of overcoming supply chain 
problem. The discussion also includes recent movement of MDs in global standardization 
procedures, which will be a key technology to solve the issue; information sharing along the 
supply chains. The suggestion for Japanese enterprises is also provided based on the global 
optimum principle while many observed existing approaches are still too much shortsighted.   
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1 IPP と欧州環境政策の展開 

 

1.1 IPP の概要 
 IPP（Integrated Product Policy)は，2001 年２月に欧州委員会からグリーンペーパー

として発行されたコンセプトである。製造プロセスを改善して環境汚染負荷を削減すると

いう従来のアプローチから、流通製品の環境負荷を軽減するアプローチにシフトしようと

いう画期的な政策である。このグリーンペーパーには，次のような提言が折り込まれてい

る。 

 ライフサイクル思考（LCT，Life Cycle Thinking）： 

資源採掘から再利用まで，いわゆる製品の揺り籠から墓場までの間の全ライフステージ

を総合的に評価した結果において，トータルの環境負荷低減を志向する。 

 より環境にやさしい製品の販売促進のために市場を操作： 

消費者への判断材料公開，環境税の導入，グリーン調達，エコラベルなどの強要を含め

ありとあらゆる手段を駆使する。特に，社会コストの内部コスト化を促す。 

 ツールの提供： 

環境設計の促進、環境管理手段（EMAS）の導入、サプライチェーンに沿った製品環境情

報の提供の仕組みの確立など、LCA(Life Cycle Assessment）促進のための情報ツール

を提供する。 

 

1.2 欧州の製品環境規制 
  上記の IPP の根本にある「環境影響は工場からの排出だけではなく，流通する製品に由

来するものが重要であり，この意味では特に設計段階を押さえるべきである」という考え

方は，具体的に欧州の製品環境規制となって現れている。 

 

 ELV（End of Life Vehicle)指令 

2000 年に指令として発行され，2003 年７月から施行された本欧州指令は，自動車への

鉛，水銀，六価クロム，カドミウムの使用禁止（すなわち，部品，材料への含有禁止）

を打ち出した画期的な規制であった。しかし，誰が考えてもすぐにわかることであるが，

鉛の含有などは，多くの工業部品や金属材料にとって不可欠である。そこで多くの除外

（免除）項目が認められることとなり，その結果，自動車産業のピラミッドを構成する

企業に対して，部品ごとの材料構成と材料ごとの物質含有量を正確に管理することを実

質的に義務化する事になった。 

  
 RoHS（Restriction of Hazardous Substances)指令 

2003 年に指令として発効され，2006 年７月から施行される予定の本欧州指令は，先の

ELV を広範囲の電機電子製品に拡大するものである。禁止物質にはポリ臭化ビフェニー

ル(PBB)，ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)が追加されている。本指令の場合も同じ

く，現在多様な除外条件が TAC（Technical Adaptation Committee）により検討されて

いる。初期に発行された Annex を含めると，現状では下記のような項目があげられてい

る。 

- 蛍光灯の水銀 

- CRT，蛍光管，電気部品のガラスに入っている鉛 

- 合金として鉛を含有する鋼材             ＜0.35% 

- アルミ材に含有される鉛                 ＜0.4% 
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- 銅合金中に含有される鉛                 ＜4％ 

- 高融点はんだに含まれる鉛 

- サーバー、ストレージ及びネットワークインフラ装置用のはんだに含まれる

鉛 

- 青銅軸受けの鉛（ロビー活動中） 

- 工学レンズ，プリズムの鉛（ロビー活動中） 

- 温度センサーのカドミウム，鉛（ロビー活動中） 

- フリップチップの鉛（ロビー活動中） 

- フレキシブル基盤の鉛（ロビー活動中） 

- マイクロスイッチの接点のカドミウム（ロビー活動中） 

2005 年春頃には一旦決定がなされるわけであるが，それまでにまだ増える可能性があ

る。現在でも幾つかの合金には不純物としてのカドミウムの混入が避けられないなどの

情報が入っている。こうなると，「含有禁止令」ではなくて，「含有率管理指令」という

様相を呈している。 

 

 EuP (Energy using Product) 指令(別名エコデザイン指令)案 

2003 年８月に欧州委員会から法案として提出された段階であり，現在欧州議会と欧州

理事会の審議中である。しかし，この法案ほど IPP を素直に表現したものはないと言っ

ても良い。ただし，製品分野は EuP（Energy Using Product)，すなわちエネルギーを

使用する製品であり，しかも自動車などの輸送機器（陸上、海上、航空）は除かれてい

るなど，適用範囲はまださほど広くはない。 

  EuP がエコデザイン指令と呼ばれる所以は，製品のライフサイクルを考慮した環境影

響評価を義務づける点にある。この影響評価を根拠として，製造業者は製品のエコロジ

カルプロファイルを策定しなければならない。このエコロジカルプロファイルとは，環

境に影響のある製品の特徴や製品のライフサイクルにおける投入と排出の数値に準拠

するものであり，定量的かつ測定できるものでなければならないとされる。またライフ

ステージとしては，資源採取，製造，梱包，物流，据付け，保守，使用，end-of-life

のそれぞれを考慮しなければならないとされており，さらにこれらのライフステージに

おいて，下記のパラメータを考慮することが要求されている。 

- 原材料，エネルギー，水などの資源の消費 

- 大気，水，土壌への排出 

- 振動騒音，放射，電磁場などの物理的効果よる環境汚染 

- 廃棄物の発生 

- 素材のリユース，リサイクル，熱回収の可能性 

 

2 IPP から派生した OECD の CPP 

 

  それでは，IPP から派生した OECD(Organisation for Economic Co-operation and 

Development)の動きに目を移してみたい。欧州は EU 内部の法律を OECD の場で提案し，世

界各国共通の法規制に展開することを戦略としているように見える。さらに OECD では，化

学物質管理の共通化が精力的に行われており，現在では多くの先進国が批准している PRTR

（Pollutant Release and Transfer Registers)もこの成果といえよう。そこで，この IPP

が OECD に持ち込まれると考えるのは当然のことである。 

 



CPP(Chemical Product Policy)の動向と企業の対応戦略 

化学生物総合管理 第 1 巻第 1 号(2005.1) 74- 82 頁 
連絡先：〒140-8573 東京都品川区南大井六丁目 26 番 2 号 E-mail: yichika@itg.hitachi.co.jp 
受付日：2004 年 11 月 2 日 受理日：2004 年 11 月 30 日 

 

77 

2.1 CPP の経緯 
「The OECD Steering Group on Chemical Product Policy (CPP)」のホームページから過

去の議事録を拾ってみると，IPP のグリーンペーパーが出たほぼ同時期から関心を集めた

ことがわかる。2001 年に開催された Joint Meeting of the Chemicals Committee 中の文

書に，その前の Meeting(2000 年）の議事録として，次のような記載がある。「Delegates at 

the Joint Meeting expressed their interest in the concept of Integrated Product 

Policy and related work on tracking chemical products through commerce」，そして

次のような図（図 1）が示されている。 

 

化学物質 A
化学物質 B
化学物質 C
化学物質 D

テレビ

プラスティック 包装

化学物質 A

塗料

染料

接着剤

防腐剤

防虫剤
 

図１ CPP としての問題の捉え方 

 

化学物質のリスクを管理しようとした場合，物質単体を捉える視点だけでなく，売買され

て他の製品の材料となり，さらにその材料が他の製品の材料になる。逆に最終製品（テレ

ビのような）を見たときには，実に様々な物質が含有されており，これらが環境にどのよ

うなリスクを及ぼすかを論じなければならないのではないか，という考えに，各国代表が

至ったということが CPP の始まりである。 

  その後，ほとんど毎月のようにこのテーマの会合が開かれたが，日本も積極的に関与を

深めていった。その結果 2002 年９月には Tokyo Workshop が開催されることになる。Tokyo 

Workshop では，化学物質に関する各社の情報共有の仕組み，製品からの暴露に関する ESD

（Emission Scenario Document），公的グリーン調達を含む，幾つかのテーマについて検

討を続けることが決定された。しかし，その直後に開催された Joint Meeting においては，

OECD もリソースが限られていることから，次の二つに絞って議論を進めることになった。

一つは日本が幹事となって情報共有の仕組みを考えること，もうひとつは現に進められて

いる ESD のプロジェクトに，製品由来の暴露ケースの検討も委託することである。結局は

日本がリードする情報共有だけがオリジナルなテーマとして残ったことになる。 

  さらに，2004 年 6 月に Stockholm で「Workshop on exchanging information across a 

chemical product chain」が開催された。日本がリードするはずであったにも係わらず，

国際的なロビー団体の巧みな戦術に阻まれ，日本からの新たな仕組みづくりに関する提案

はことごとくしりぞけられた。最後に残ったのは MSDS(化学物質等安全性データシート)

の国際的な活用のためのポータルの設置など，実は OECD の Global HPV Portal のプロジ

ェクトや欧州各国の REACH(Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals)対
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応プロジェクトなどで既に着手されているプロジェクトを言い換えただけの結論に終わ

り，日本としては大変残念な結果であった。こちらの会議にも筆者は出席しており，国際

会議の場で提案を通すためには，どのように振る舞うべきであったかという，貴重な反省

の材料を得た。 

 

2.2 CPP 最大課題－サプライチェーン問題－ 

  実は，CPP の最大の課題は，そもそもの発端の議論（図１）で既に明確に示されている

サプライチェーン問題である。化学品のリスクをその用途にまでたどって評価していくた

めには，ある特定の物質がどのような用途に何トン使用されているかを，サプライチェー

ンに沿ってトレースしていかなければならない。これが Stockholm Workshop のテーマで

あった。事前に各国に依頼したリサーチにおいても共通の課題であることが確認されても

いた。そして，同時にこれは欧州の新化学品政策として提出されている REACH の施行上の

課題でもある。反対勢力が多かったのは，このようなデリケートな課題について，OECD

の場で他国の者と議論したくないという意識が強く働いたのではないかと思っている。 

  しかしながら，この課題は世界中の誰にとっても解決しなければならない共通テーマで

あることは論を待たない。特に重要な視点は，現在の化学品あるいはさらに下流の電気電

子製品までを視野に入れた場合，サプライチェーンは各国をまたがるという事実である。

欧州の中だけで，あるいは米国の中だけの仕組みで取り扱うことは不可能である。世界の

共通の仕組みが無ければ，情報を入手することすらできない。ここに「OECD で取り上げる

意味」を主張したい。（筆者は，「どうして君達は OECD の場でこのようなバチ当たりのテ

ーマを持ち出してきたんだ？」と，休憩時間につめよられたことがある）。 

 

2.3 再び OECD で新たな議論 
2004 年 11 月 17 日に，パリで開催される OECD の WPNEP（Work Party of National 

Environmental Policy，国内環境政策作業部会）では，IPP について論じられるセッショ

ンが設けられる。筆者はこの会議において日本の経験を含めたプレゼンテーションする予

定である。この WPNEP はこれまで CPP を議論してきた Chemical Risk Management とはま

た違う場であり，化学品だけでなく工業製品全般の環境適合設計を視野に入れた議論であ

る。しかし，「製品由来の化学物質暴露」は，準備資料として配布された資料にも取り上

げられており，改めて CPP の国際協調の必要性が再認識されることになるのではないかと

思う。 

 

3 含有物質調査（ＭＤ）の国際動向 

 

  ここでは上記に問題として提起したサプライチェーン情報収集に関する一つの実現形態

であり，すでに各国で多くの取組みがなされている MD（Material Declaration)について，

現状と将来の動向を述べたい。 

 

3.1 自動車業界の IMDS 
  自動車業界では，既に 2003 年７月から施行されている ELV (End of Life Vehicle)指令

への適合性を確保するために，全ての自動車部品，その自動車部品の中のさらに細かい自

動車部品，さらにそのなかの末端部品，末端部品の構成材料，その構成材料に含まれる化

学物質の濃度に関するデータを，自動車各社がデータベースとして取り出せることが必須

になっている。そのためには，自動車一台あたり 30,000 点にものぼる自動車部品の全て

について，その最終組込みまでのプロセスを逆トレースしてたどれる仕組みが不可欠であ
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る。この仕組みを構築したのが IMDS（International Material Data System)である（図

２）。IMDS は世界の自動車会社各社が共同で計画し，IT ベンダー(EDS 社)に委託して運用

しているデータベースであり，インターネットから各社が自社の提供部品の部品構成，材

料構成，物質構成をデジタルデータとして登録する仕掛けである。世界中の自動車メーカ

のほとんどが共同運用に参加しており，調達のための必須条件としていることから，実質

的にあらゆる自動車部品と材料の情報が集まっている。 

  IMDS の巧みなところは，プレゼンテーションを聞かせていただいた VOLVO の Dr. Urban 

Wass によれば，「Confidentiality Management System」としての完成度を持っていること

である。下図（図 2）に示すように，自動車部品の構成をたどることはサプライチェーン

の各社の情報をたどることと等価である。その場合，①競合他社に情報を見られたくない

こと，②一方顧客には情報を提出したいこと，③サプライヤーから購入している物品の情

報を見て活用したいこと，の３つのニーズが生じる。これらを管理する仕組みが備えられ

ていることが特長である。寡占状態である自動車会社の強力な指導力も大いに影響してい

るとはいえ，サプライチェーン問題を見事に解決した先例として注目に値する。 

 

製品

材料

部品

物質

物質

部品

材料

D化学

C金属

B工業
A自動車

 
 

図２ IMDS のサプライチェーン情報収集のイメージ 

 

 

3.2 IEC に提案された DIN19220 
  つぎに，RoHS 指令（2006 年 7 月施行予定）の対応に不可欠な，電気電子部品／材料に

関する MD の状況について述べる。そのまえに国際標準化の仕組みについて簡単におさら

いをしたい。国際標準と言えば，ISO が著名であり，TC207 において有名な ISO14000 シリ

ーズが制定された。現在では，どの国で生産されたネジも日本のネジ穴にはまるようにな

っているが，これも ISO(International Organization for Standardization)がネジの規

格を国際化したからである。一方，電気電子の世界では IEC（ International 

Electrotechnical Commission)が国際標準化機構になっている。ここでは，環境に関する

議論の場が特定されておらず，これまで様々な場(TC, Technical Committee)で取り上げ

られてきた。しかし，つい先頃 SMB（Standardization Management Board)の投票において

TC 111 の設立が承認され，「Environmental standardization for electrical and 

electronic products」の専門 TC が来年春からにでも始動することになった。ちなみに，

幹事国はイタリアに決定しており，TC111 全体の議長は日本人が任命される見通しである。 



CPP(Chemical Product Policy)の動向と企業の対応戦略 

化学生物総合管理 第 1 巻第 1 号(2005.1) 74- 82 頁 
連絡先：〒140-8573 東京都品川区南大井六丁目 26 番 2 号 E-mail: yichika@itg.hitachi.co.jp 
受付日：2004 年 11 月 2 日 受理日：2004 年 11 月 30 日 

 

80 

  さて，この IEC において，TC3（情報構造、ドキュメンテーション及び図記号 ）に，ド

イツから DIN19220「Procedure for declaration of materials in products of the 

electro-technical and electronics industry」を国際規格として採用してはどうかとの

提案があり，2004 年 6 月 18 日に投票に掛けられた。結果は僅差で否決されたが，その理

由は「TC 111 ができてから後にそこで議論すべきテーマだ」という判断のためとされてい

る。DIN19220 のデータ構成を下図（図 3）に示す。 

 

図３ DIN19220 のデータ構造（IEC への提案書 61906 より引用） 

 

この図を見る限り DIN19220 は RoHS 指令に適合するかどうかの判断ができるだけの情報

を必要十分に表現できるデータ定義であるように見える。また同時に，先の IMDS とのデ

ータ互換性に優れていることも伺える。 

  また最近，TC93（デザインオートメーション）において，上記 DIN19220 にマッチした

データ通信フォーマットが XML 形式で提案されている。提案元は米国である。おそらくは

ドイツと米国の業界においての協調路線が敷かれていることを伺わせる。 

 

3.3 JGPSSI 

  MD と言えば，JGPSSI（グリーン調達調査共通化協議会）がなぜか日本では有名であり，

日本の有名企業百社以上の参画と，しかも日／米／欧の３極合意が取れたので世界の標準

になると思っていた方も多いのではないかと推察される。現実は既に述べたとおりである。

３極の一部の方々が合意したとしても，国際標準は別のところで動いている。なぜかと言

えば，JGPSSI で決めたデータフォーマットは，下図（図 4）に示すように IMDS や DIN と

比較して詳細度が不足しており，RoHS 指令の適合性判断には使えないからである。さらに，

既に IMDS に準拠したデータの管理が進んでしまっている欧米では，まったく互換性のな

いデータフォーマットを受け入れるわけにはいかないのである。事実，日本でさえ，JGPSSI

を RoHS 適合性管理の基本データとして採用している企業はほとんどないことが，情報通

信業界団体におけるパソコン分野の会議で明らかになった。すなわち，別の方法で調査を

掛けざるを得ないことになる。JGPSSI への調査に回答し，さらに顧客個別の調査フォーマ

ット（もっと詳細なもの）に回答せざるを得ないのが，現在の日本の製造業の悩みである。 
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図４ JGPSSI データフォーマットの構造。RoHS 指令適合判定に必須の 

   「特定材料中の物質濃度」を表現することができない。 

 

3.4 今後の動向 
  MD は欧州 ELV 指令に適合するための必要不可欠なツールとして開発が始まり，今は RoHS

指令への適合のために各社各様の取組みがなされ，つぎに国際化統一化が模索されている。

欧州指令だけでなく，カリフォルニア州法 SB20（SB50)，中国 WEEP，日本版 RoHS 指令など，

各国の「製品環境規制（Product Policy)」への対応の必須要件である。材料の含有量と物

質の含有率についての調査フォーマットに関しては，筆者は，ほぼ DIN19220 が国際標準規

格になるものと考えている。しかし，今後 REACH 対応や，広い意味での IPP への対応を考

えた場合，さらに OECD からの影響などが加わって，（国境を越えた）サプライチェーン環

境情報伝達の仕組みに関する国際標準化がなされていくものと思う。 

 

4 企業としての CPP への対応戦略 

 
  本稿では，サプライチェーン情報収集に視点をおいて CPP をレビューしてきた。この情

報収集を実現するためには国際標準が不可欠であり，その結果は自動的に日本の JIS とし

て翻訳されて持ち込まれる。また今後の国内の法律も，JIS を引用しながら作られていく

傾向にある。そこで日本の企業としては，このような国際的な視野で，中長期的な展望の

元に対策を考えるべきである。 

  すなわち，例えば RoHS 指令への対策だけに奔走するのではなく，やがて来る EuP 指令や

他国の指令，日本版 RoHS 指令への対応なども考慮し，さらにエコラベル認定などの関連業

務も視野に入れながら対策すべきである。下図（図 5）には，一例としていわゆる「グリ

ーン調達調査」への対応をあげた。現在ではまだ，特定の顧客からの対応に右往左往して

いる企業も少なくない。しかし，ある顧客向け，あるいはある法律向けの必要最小限の管

理をするということは，ちょっとでも違った要求が来たときにはまた新たに業務をやり直

さなければならないことに等しい。あらかじめ予測できる範囲のニーズに対して最小公倍

数的なスコープで業務を設計してしまえば，どのような新たな事態にも適応力がつく。無

駄なコストが減ると共に，なによりも即応性が増す。現代の熾烈な企業競争を生き抜くた

めには，時間のファクターが最も重要であることから，将来をしっかりと見据えて大局的

な最適解を求めていくべきである。 
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図５ グリーン調達調査への大局的な戦略 

 

                      

参照資料 

・Commission of the European Communities (2001), Green Paper on Integrated Product 

Policy, COM (2001) 68 final 

・市川芳明(2003), 環境グローバリゼーション時代を生き抜く経営手法，環境管理，vol.39, 

no.5 p.9-16 

・市川芳明(2004), グローバルな製品化学物質規制へ対応戦略，環境管理，vol.40, no.6  

  p.51-58 

・市川芳明(2004), 新たな規制をビジネスチャンスに変える環境経営戦略, 中央法規出版 

  2004 年 7 月 

 

 

 


