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【短報】 
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‐行動評価指標の開発の視点を踏まえて‐ 

Recent international trend in corporate social responsibility 
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‐From the point of view of the development of index which can evaluate 

the activity of companies‐ 
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要旨：近年、企業の社会的責任（CSR）の重要性が社会で認識されるようになり、２

１世紀の企業の発展にとって大きな前提条件となりつつある。化学物質管理は CSR の

観点からも欠かせない要件であるとともに環境と開発に係る国際的な活動の主要な

課題である。OECD の EHS プログラムの活動状況を調査し、(Q)SARs, ESDs, MANs など

の各種サブプログラムが活発に遂行されていることを確認した。EU の REACH 規則案

に関しては、「重複登録」や「成形品」に関する条項をめぐる欧州委員会、関係各国

および関係団体の動向および REACH 規則が施行された場合に企業が受ける影響につ

いて調査した。加えて、化学物質総合管理に大きく関係してくる企業の社会的責任の

現状を調査し、今後の課題を検証した。 

キーワード：化学物質総合管理、経済協力開発機構、環境保健安全、REACH、企業の

社会的責任 

 

Abstract: It has been recognized recently that Corporate Social Responsibility

(CSR) is an important factor for the sustainable development of companies in 

this century. The chemical management is one of the indispensable elements of 

CSR and a main issue in the international activities concerning environment and 

development. The active progress of OECD EHS programs, e.g. (Q)SARs, ESDs and 

MANs, was confirmed. The movement regarding REACH, especially the issue of 

registration and chemical substances in articles, of EU Parliament, related 

countries and organizations were described. The information about the impact of 

REACH on companies was also reported. The recent situation of CSR which relates 

to the integrated chemical management in EU was investigated and potential 

problems were discussed. 

Keywords: integrated management of chemicals, OECD, EHS, REACH, CSR 
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1. はじめに 

企業の社会的責任（CSR： Corporate Social Responsibility）を巡る動向は近年急展開し

ており、２１世紀の企業活動にとって大きな前提条件となりつつある。そうした流れの中で、

何らかの形で化学物質を扱っているわが国の企業にとって、化学物質管理は CSR の観点から

も欠かせない前提条件となってきている。 

 化学物質の管理は、1992 年にリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議(UNCED)で

持続可能な発展を促進するために採択された「アジェンダ 21」の第 19 章や 2002 年にヨハネ

スブルクで開催された持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)で採択された実施計画な

どに見られるように、環境と開発に関わる国際的な活動の主要な課題として位置づけられて

いる。OECD（経済協力開発機構：Organization for Economic Co-operation and Development）

における EHS（環境保健安全）プログラムや EU において新しい化学物質管理法としての REACH

（Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals）規則の準備が進められてい

ることは、この国際的な化学物質管理の潮流と密接に関係している。企業における化学物質

総合管理を検討する上で、これら国際的な動向は大いに参考とすべきものである（増田優、

2004）。 

このたび、高橋、山崎、大久保らは OECD を訪問し EHS プログラムについて聴取し、次いで

日本政府EU代表部および在欧日系企業２社を訪問してREACH規則案に関する情報を収集した。

さらに第５回「環境、健康、安全に関するコンプライアンスと企業の社会的責任：5th Annual 

EH&S Compliance and Corporate Social Responsibility」に参加し、欧州における企業の

CSR 活動の現状を調査した。 

 

2．ＯＥＣＤの活動の現状 

OECD の前身は 1948 年に設立された OEEC（欧州経済協力機構）である。この機関は、米国

による欧州復興支援策であるマーシャル・プランの受入体制を整備するために設立されたが、

その後の欧州経済の復興に伴い、欧州と北米が対等のパートナーとして自由主義経済の発展

のために協力を行う機構として、1961 年に解組されて OECD が設立された。そして日本は 1964

年に OECD に加盟した。 

 OECD は経済、教育、エネルギー、貿易などをはじめとする多岐にわたる国際的な共通課題

の解決に向けて活動している。その活動の大きな柱の一つとして EHS プログラム（環境保健

安全プログラム： Environment, Health and Safety Programme）がある。この OECD の活動

は化学物質の国際的な管理に大きな影響力をもつ。このプログラムを担当する OECD の

Environment Directorate の Environment, Health and Safety Division を訪問して担当責

任者から EHS プログラムの状況を聴取するとともに、OECD のホームページなどから得た情報

をもとに OECD におけるこのプログラムの動向についてまとめた。 

 

2-1. ＯＥＣＤの環境保健安全プログラムの動向 

OECD は現在、加盟各国の経済の持続的な成長と多角的な貿易の拡大を目的として活動して

いる。 

1960 年代から化学物質貿易の拡大に伴い環境汚染が深刻化してきたため加盟各国が対策

をとる必要が生じた。その際に各国の化学物質対策の違いが化学品の国際取引の障害になら

ないようにすることが重要な課題となり、TG(化学品テストガイドライン: Test Guide line)
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や GLP（優良試験所規範: Good Laboratory Practice)の作成等、種々の活動が進められてき

た。（長谷川他, 1999） 

また、OECD の EHS プログラムは、1992 年の UNCED におけるアジェンダ 21 や 2002 年の WSSD

における実施計画に基づき WHO（世界保健機関）、ILO（国際労働機関）、UNEP（国連環境計画）、

FAO（国連食糧農業機関）などの国際機関と協調して、IFCS（化学物質安全政府間フォーラム）

や IOMC（化学物質管理国際組織間プログラム）に参画している(図参照)。 

OECD の EHS プログラムの前身である化学品プログラムは、1971 年の設置当初、人の健康や

環境に問題を起こすことが明らかになっていた特定の工業用化学物質（PCB，水銀など）に焦

点を当てていた。しかし、1970 年代半ばになると、少数の化学物質について一定期間集中的

に取り組むだけでは、人の健康と環境を守るには十分でないとの認識が広がった。そのため、

OECD の EHS プログラムは、新しい化学物質が製造され市場に出される前に、各国がハザード

の試験ができるような共通の方法論の開発に取り組み始めた。これが、OECD 加盟国間におけ

る化学物質の有害性データの相互受入れ（MAD：Mutual Acceptance of Data）へとつながり、

健康障害と環境汚染の未然防止及び貿易障壁の未然防止の重要な一歩となった。そして、1980

年代には、リスク評価方法、リスク管理方法、化学事故の防止対策および事故後の対応に関

する新しいプロジェクトも始まった。また新規化学物質だけでなく、生産量の多い既存化学

物質に関する組織的調査も始まった。さらに、1990 年代には、農薬、バイオテクノロジーを

利用した製品、PRTR に関するプロジェクトが開始された。 
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OECD の EHS プログラムの下では下表に示す１２のサブプログラムが運営されている。代表

的な活動として、既存化学品プログラムにおける HPV（高生産量：High Production Volume）
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化学物質の点検、新規化学品プログラムにおける新規化学物質の届出・審査の相互受け入れ

(MANs: Mutual Acceptance of Notifications)、テストガイドラインプログラムにおける内

分泌かく乱物質の試験・評価方法の開発（EDTA: Endocrine Disrupter Testing and 

Assessment）、GLP（優良試験所基準: Good Laboratory Practice ）、そしてリスク管理プロ

グラムなどが挙げられる(OECD, Environment, Health and Safety Programme)。 

 

表 EHS プログラムの下での１２のサブプログラム 

テストガイドライン Test Guidelines  

優良試験所基準 Good Laboratory Practice (GLP) 

有害性の分類と表示 Hazard Classification and Labelling 

新規化学品 New Chemicals 

既存化学品 Existing Chemicals 

リスク評価 Risk Assessment 

リスク管理 Risk Management 

環境汚染物質排出移動登録 Pollutant Release and Transfer Registers 

(PRTR) 

農薬 Pesticides 

化学品事故 Chemical Accidents 

バイオテクノロジーの安全性 Safety in Biotechnology 

非加盟国の参加 Participation of Non-member Countries 

 

OECD の活動における最近の重要な要素は、非 OECD 加盟国（南アフリカ，中国，インド等）

との関係である。経済のグローバル化の中でこれら非 OECD 加盟国と OECD 加盟国の連携が重

要になってきている。 

現在、EU が提案している REACH 規則案との関連では、OECD は、既存化学物質のハザード点

検プログラムとして 1987 年より HPV 化学物質プログラムを実施しており、産業界からデータ

を収集して、2,100 物質を目標に SIDS（スクリーニング情報データセット：Screening 

Information Data Set）を作成している。REACH 規則の管理システムは、これと足並みを揃

えるものである。REACH システムと OECD のプログラムは位置づけとしては別物である。OECD

として REACH システムのために特に何か新しい取り組みをしているというようなことはない。

しかし、OECD が実施する HPV 化学物質プログラムの成果であるハザード評価書（SIDS 等）が

REACH 規則の初期リスク評価として転用されるというのが実態であろう。最近新しく採り上

げられた課題として｢ナノ材料｣がある。フラーレン、カーボンナノチューブ、TiO2 ナノ粒子

などをはじめとするナノ材料の利用が盛んに研究されているが、ナノ材料の評価、管理につ

いての検討が遅れていることから、OECD でナノ材料の試験評価方法の開発が始められた。開

発は、以下の 3 つの段階に分けられる。 

① どのように有害性を試験するか（How to test safety） 

② どのように規制するか（How to accept regulatory） 

③ どのように適切に取り扱うか（How to deal correctly） 

ナノ材料の課題は、バイオテクノロジー分野における遺伝子組み換え農作物での経験を生

かして取り組む方針とみられる。 

 

2-2.サブプログラムの動向 

以下、EHS プログラムのうちいくつかのサブプログラムに関して最新の動向を述べる。 
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2-2-1.（Q）SARs（(定量的)構造活性相関：(Quantitative)Structure-Activity Relationships) 

(Q)SARs 自体は 20 年近く前から論じられていたが、注目されてきたのはここ数年である。

2008 年に全世界で実施される GHS(Globally Harmonized System of Classification and 

Labeling of Chemicals)は、限定的ではあるが(Q)SARs を使用することになっている。また、

個々の国の事例として、米国では 10 年以上前から(Q)SARs を新規化学物質の審査に活用して

おり、デンマークでも、POPs（残留性有機汚染物質）のスクリーニングに（Q）SARs を使用

している。 

(Q)SARs が近年注目されてきた理由の一つとして EU の事情が挙げられる。EU では REACH

規則の実施を控えているが、約 20,000 の既存化学物質のハザードデータが十分に揃っていな

い。データを揃えるために通常のハザード評価を行うと、多数の動物実験が必要となり試験

費用も膨大な額となるため現実的ではない。これを回避するための代替法として(Q)SARs が

必要とされた。また、動物愛護の観点から試験に用いる動物数の削減が必要になったことも

(Q)SARs を活用することになった動機の一つである。それとは別に、動物実験には動物種差

の影響や、エンドポイント（標的臓器）の問題など、ヒトへの適用に課題が指摘されている。

場合によっては、化学物質の分子とレセプターの相互作用を論拠とする(Q)SARs の方が正確

である可能性もある。 

しかしながら、(Q)SARs はもともと医薬品の研究開発の分野で発展してきた経緯があり、

規制(Regulatory)のために広く用いられた例はなかった。その理由は、(Q)SARs そのものの

水準が低いということよりは、むしろ、規制のための活用が十分に検討されていなかったた

めである。このため OECD は、公共や市販のデータベースやシステムを活用して(Q)SARs を開

発している。この開発により(Q)SARs の利便性があがり、規制への活用が促進されると期待

されている。 (Q)SARs に関する具体的なプロジェクトとして、ハザードが評価された HPV 化

学物質の情報を用いて、データのない新規化学物質の影響を類推することを実施している。

また、この手法を行政が利用するためのガイダンス((Q)SAR Application Tool Box)を開発し

ている。（OECD STATUS REPORT） さらに、人の健康に関する限定された目的で、幾つかの国

で行政利用ガイダンスの実用性を確認している。しかし、現状は行政利用のための(Q)SARs 

Principles が作成されたばかりの状況で、(Q)SARs モデルの検証(Validation)が終了したも

のはない。 

(Q)SARs は、EU と米国が中心となって開発しているが、カナダと日本も加わっている。検

証された手法は、誰でもリンクできる(Q)SARs データベースに記載される予定である。  

 

2-2-2. ESDs（排出シナリオ文書：Emission Scenario Documents） 

1990 年代の終わりに SIDS を議論する中で、各国の事情や法の枠組みが異なる状況の下で

曝露をどう扱っていくかが論点となった。この議論の中で詳細な曝露は、初期評価書である

SIDS から外された。また EU と米国.それぞれが独自の排出シナリオを有する状況が議論され

た。その結果、暴露に関して一定の共通認識を見いだすためと、国家間で排出シナリオ作成

作業が重複することを防ぐために、OECD加盟国が共有可能な ESDsを作成することとなった。

（OECD, 2000） 

ESDs の作成は業種別／用途別に作成され、作成された ESDs は初期条件設定として使用さ

れる。この理由は各国で曝露の状況が異なるため、ESDs には標準的な条件設定しかできない

ためである。ESDs は、OECD 加盟国から作成の意思を表明した国がリード国となって作成され

る。つまり、Environmental Exposure Task force がその国をリード国とすることを了解し

た後に、リード国が ESD 案を作成し、ESD 案に対する OECD 加盟国のコメントとパブリックコ
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メントを受ける。このため、各国の産業界が ESDs を直接 OECD に提出することはない。日本

は未だ ESDs 作成の意思表明をしていない。 

ESDs の具体的な使用方法に関する OECD のガイダンスはない。OECD が承認した ESDs の使い

方は、各国でさまざまであり、既存物質もしくは新規物質の点検に使用されている。 

OECD は、2003 年 9 月より機能と使用形態が異なる化学物質のそれぞれのライフサイクル段

階と排出経路を ESDs に統合することを目的としたマトリックスプロジェクトを開始してい

る。このマトリックスプロジェクトは、EU が準備している REACH 規則で要求される CSR（化

学物質安全報告書；Chemical Safety Report）に大きな影響を与えると考えられる。しかし

ながら、OECD マトリックスプロジェクトでの ESDs 作成のスケジュールはまだ確定していな

い。OECD としては、REACH 規則の施行までにマトリックスが完成するとは考えていない。REACH

規則に関しては、これまでに OECD が承認した ESDｓや欧米各国が持っている既存の排出シナ

リオも利用することとなろう。  

 

2-2-3. MANs（届出相互受け入れ：Mutual Acceptance of Notifications） 

各国が新規化学物質の届出を相互受け入れする方策について検討を進めているが、未だ幾

つかの課題が残されている。例えば農薬は開発が非常に長期間であるので、開発期間中に十

分な試験・評価を行ない、認証に必要なデータの収集が行なえる。しかし、一般の新規化学

物質の場合、開発期間が非常に短く十分な試験・評価およびデータ収集がしにくい。また、

企業の営業上の機密事項（CBI：Confidential Business Information)もあり、全ての情報が

共有化しにくいことも課題である。さらに、MANs に関しては、国家による意思決定の領域ゆ

えの困難もある。現状は、限定された国で試行を行っている段階である。また、MANs のプロ

グラムに EU からの参加がないのは、REACH 規則によって EU 域内については MANs が実現する

こと及び REACH 規則の準備で忙しいことなどによると推測される。 

 

2-3. 今後の課題 

今回、化学物質総合管理の基本である「リスク原則」に沿った OECD の活動として、ハザー

ド評価に関しては（Q）SARs、曝露評価に関しては ESDs、リスク評価に関しては MANs に着目

し調査を行なった。その結果、OECD の各 EHS サブプログラムが活発に活動していることが確

認された。 

個々の活動でみれば、（Q）SARs に関する最大の課題は（Q）SARs の行政利用の拡大にある

と思われる。（Q）SARs が規制に使われるためには、利便性の向上とともに解析結果の正確度

の向上が必要である。 

ESDs に関しては、これまで作成もしくは作成中のリストをみる限り、EU 加盟国での作成が

大部分を占めている。この背景には、やはり EU での REACH 規則の施行が迫ってきている事情

がある。日本が ESDs の作成に消極的である理由は、PRTR で独自に実施しているからとのこ

とであるが、PRTR の場合、環境経由の曝露のみとなり、作業環境の曝露や製品からの暴露な

どが考慮されない。日本としては、再度 ESDs の重要性を見直すべきであろう。 

MANs は、OECD のプログラムの中で最も困難なプログラムであると思われる。これは、化学

物質の届出認証・登録が国家の権限領域であるため、化学物質登録のシステムが類似した国

家間でなければ、円滑な運用が難しいと考えられるためである。MANs のプログラムに EU か

らの参加がないのは、REACH 規則の準備で忙しいとの理由もさることながら、REACH 規則が施

行されれば EU 域内が同一のハザード評価と化学物質登録のシステムになる、すなわち MANs

が統一されるためであろう。EU としては域内の統一を図った上で、自らの主導のもとに世界

統一を目指すのであろう。 
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3. REACH 規則案の現状 

REACH（Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals）規則案は、化学物

質に関する多くの関連法が EU 域内に存在するために繁雑で分かり難くなっていることから、

予防原則（precautionary principle）を基本コンセプトに新たに組み直した規則案である。

この規則案の重要な狙いは、人の健康と環境を化学物質の悪影響から保護することと EU の化

学産業の競争力を強化することである。 

 現行法規では、1981 年以降に EU 域内に上市された新規化学物質については規定に基づき

試験されるので、それなりに EHS(Environment, Health and Safety)に関するデータが存在

する。これに対し、それ以前に EU 市場に存在した約 100,000 種に及ぶ既存化学物質について

は、そのような規定がないために多くの化学物質のハザード評価、暴露評価やリスク評価が

なされないまま毎年大量に生産または輸入されている。このことに対する危機感が REACH 規

則案の背景にある。 

 加えて、現行指令では新規化学物質は 10kg/年以上の生産・輸入から段階的にデータの届

出が必要で、既存化学物質との扱いの差が大きい。このため、新規化学物質を使用せず、既

存化学物質に依存する体質ができ、国際的競争力がそがれているという認識がある。このこ

とも REACH 規則提案のもう一つの大きな理由である。 

この新しい規則案では、既存、新規を問わず 1t/年以上の生産・輸入を行う事業者全てが

それぞれに化学物質の登録を行うことが必要となり、同時にリスク評価の実施義務が EU 当局

から産業界に移行することになる。また、成形品(articles)中の化学物質についても一定条

件を満たす場合は登録が必要となるなど、EU 内外の産業界に大きな影響を及ぼすと予想され

る。そのため、2001 年 2月に EC(欧州委員会)が白書（REACH White Paper（European Commission, 

2001））を発表して以来、EU 内外から活発な意見・質問が出された。 

EC は、2003 年 5 月から 7 月のインターネットコンサルテーションを経て、2003 年 10 月に

REACH 規則案を採択した(European Commission, 2003)。そして、2004 年 1 月に EC が WTO（世

界貿易機関：World Trade Organization）に REACH 規則案を正式通報したことを受け、関係

国はこれに対してコメントを提出し、日本政府もコメントを提出した（日本政府, 2004）。そ

して 2004 年 10 月には EU から各国コメントへの回答が送付された。 

 このような状況下、ブリュッセルの日本政府 EU 代表部および日系企業を訪問して状況を聴

取するとともに、ウェブ上の情報や行政の発表などを参考にして REACH 規則案に係わる動き

を調べた。 

以下、日本政府と日本の産業界が主要な論点としている登録と成形品の規定に対する日本

政府 EU 代表部やその他の意見および EU 関係機関、業界団体の動きについて聴取したことを

整理して紹介する。 

 

3-1. 欧州議会、閣僚理事会および業界団体の動き 

欧州議会では環境委員会が主担当となり、一方、閣僚理事会では本件が産業競争力にから

む問題であるため競争力理事会の審議事項となった。環境委員会の委員長がドイツ人である

他、要所にドイツ人の委員がいる。ポリマーは当初は条文に入っていたが、ポリマーを除外

する方向で働きかけたドイツ政府の反発で削除され、代わりにポリマーの原料モノマーの登

録義務が条文に加えられた。全体に論議の進展とともに CEFIC(欧州化学工業連盟)、VCI（ド

イツの化学工業会）が修正案を巡る検討の中で中心的な役割を果たすようになりつつある。

欧州で議論の前面に出てくるのは化学業界であり、化学品のユーザー業界の動きは鈍い。 

EC は、第一読会の終了後に修正案を出す予定であるが、第一読会の終了（９月）は延びそ
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うである。秋に終了したとして、その後年内に EC の修正案が提出され第二読会が始まる。2007

年には EU 議会及び理事会で採択されるのではないかと予想されている。 

他方、業界団体の動きとして、CEFIC は現在の REACH 規制案に必ずしも賛成ではないが、

総論で議論するのではなく各論で修正を求めていこうとしている。また、JCCE（在欧日化協 

Japan Chemical Council in Europe）が CEFIC と協調して欧州議会へのアプローチを行って

いる。また、UNICE(欧州産業連盟)は REACH 規則案に対して批判的なコメントを出している。 

 

3-1-１. 登録について 

同一の化学物質であっても原則として事業者毎に登録を求めるという重複登録に対する懸

念が日本政府だけでなく域外諸国から表明されている。しかし、2004 年 10 月 28 日の EU か

らの回答（European Commission, 2004 a）はこれに対して、事業者毎の登録は重複登録では

なく正当であるという趣旨を説明している。この条項は REACH 規則案の基本コンセプトであ

るため修正は難しいとの見方が多い。 

「一物質一登録」がイギリスとハンガリーから提案されている。イギリスが推奨している

理由は明確ではないが、動物実験回避の社会的機運がその背景にあるのかもしれない。ただ、

情報の共有化の義務付けは困難であるため欧州産業界はこの提案に反対している。したがっ

て、REACH 規則案にどの程度影響するかは分からない。2004 年下期のアドホックワーキング

グループは「一物質一登録」の提案に議論が終始して進捗はなかった。 

また、オランダから登録に関する優先順位付けが提案されている。この提案は、物質の危

険性に応じて規制の網をどう対応させていくかという議論である。結局はどの物質から着手

するかというスケジューリングの話に落ち着きそうで、REACH 規則案の根本的枠組みへの影

響は限定的と思われている。 

ドイツは暴露（Exposure）カテゴリーの作成に取り組んでいる。その目的は、各カテゴリ

ーに求められるデータセットを変えることである。どのカテゴリーにも一律のデータを要求

するのではなく、環境への負荷が少ないものへの要求を軽くするという考え方である。ドイ

ツは国内に強い化学産業を持っており、ドイツの動向が REACH 規則案に与える影響は大きい

とみられている。 

 

3-1-2. 成形品について 

上記の重複登録とともに、成形品に関する懸念が日本政府だけでなく域外諸国からも表明

されている。すなわち、含有される全物質についてその放出の意図性・可能性を判断して成

形品輸入業者が登録・届出することは実質的に困難であり、必要以上に貿易制限的になると

の懸念である。しかし、2004 年 10 月 28 日の EU からの回答は、これに対しても必要以上な

貿易制限を禁じている TBT 協定第２条２への整合性には問題はないという見解を示している。 

EU 域内の化学企業は REACH 規則案への準備状況からみて有利であり、域内から明瞭な反応

は出ていないが域外からは反発が強い。EU の域内外で成形品に関する負担はどちらが軽いか

といえば、域内の方が軽いとの意見もあり、WTO との関係から EC も慎重に扱っている。 

EC は規制対象のガイドラインを作成しこれに沿って議論を進めようとしているが、EU 代表

部はこれに対して懐疑的で、当面は規制案本体の修正を目指して EU 加盟各国および関係機関

に今後も修正を働きかけていくものとみられる。 

 

3-2. 日本政府 EU 代表部の動き 

REACH 規則案は予防原則を基本スタンスとして、化学物質全体を包含する仕組みである。

既に北欧（スウェーデン）では調剤についての登録制度が機能しており、これが REACH 規則
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案のベースとなっていると推測されている。日本政府は REACH 規則案の人の健康と環境の保

護という理念については理解を示すが、事業者への過剰な負担や必要以上に貿易制限的にな

ることを懸念して、EU に対する働きかけを行ってきた。まず白書が公開された後、インター

ネットコンサルテーションで日本政府としてのコメントを提出した。その後、中川経済産業

大臣からレターを送付し、2003 年 10 月に EC が採択した REACH 規則案に対して修正案を提出

した。 

 

3-3. 在欧日系企業の動き 

REACH 規則案が日本企業に与える影響を敏感に感じ取っていると推定される在欧日系企業

の中からドイツに拠点を置くダイソー（株）とベルギーに拠点を置く JSR Micro N.V を訪問

して状況を聴取した。以下に、指摘されたポリマー、成形品、中小企業への影響など具体的

な問題点について述べる。 

 

3-3-1. ポリマーについて 

REACH規則の 1次案（2003年 5月）ではポリマーの登録が義務付けられていたが最終案（2003

年 10 月）ではポリマーの登録が削除され、その代わりにポリマーを構成するモノマーの登録

が義務付けられた。 

ここで「ポリマーを構成するモノマー」とは、重合後に残存する、所謂「残存モノマー」

だけでなく、ポリマーの骨格を構成するモノマーも含んでいる。このことは、「Question and 

Answers on REACH PartⅡ, 22.11.2004」(European Commission, 2004 b)に「表現は現行の

指令 67/548/EEC と同じ効果を持つ」との記述があることから明らかである。現行指令では、

新規のポリマーとは EINECS（欧州既存商業化学物質インベントリー： European Inventory of 

Existing Commercial Substances）未登録物質を結合した形で 2 重量％以上含有するポリマ

ーを意味しており、新規ポリマー自身を届け出ることになっている。 

これに対して REACH 規則案ではポリマーの届出でなく未登録モノマーの登録を要求してお

り、EINECS に登録されているモノマーも含め、該当ポリマー製造用として上流業者によって

登録されていない原料モノマーをポリマー製造・輸入者が登録しなければならない。ポリマ

ーの登録の代わりにモノマーの登録を行うことは、以下のように幾つかの問題点がある。 

 

① ポリマーの安全性はモノマーの安全性だけで評価できないにも関わらず、それが暗黙
の原理となっている。例えば、沸点、水への溶解性、オクタノール／水分配係数、爆

発性、可燃性、自然発火性などはモノマーからポリマーの値を推算はできるかもしれ

ないが有効とは思えない。 

② モノマーの危険有害性（ハザード）がポリマーのそれに役に立たない場合が多いにも
関わらずそのデータを求めている。例えば、エポキシ樹脂はエポキシドを有するモノ

マーから合成されるが、重合後エポキシドは殆ど残らない。しかも使用（製造、運搬、

加工、最終成形品での使用、廃棄）中にエポキシドが再生されない。モノマーのハザ

ードはエポキシドの反応性の高さに由来する。ポリマーはハザードの原因であるエポ

キシドが無くなっている。ポリマー合成はモノマーを中間体とするハザード除去工程

ともいえる。 

③ モノマーの届出はある一面では規制強化である。現行法での新規ポリマーの届出では、
一定以上の分子量があり低水抽出性のポリマーに対しては試験項目が少ない軽減試

験パッケージ（RTP：Reduced Test Package ）が適用されるが、REACH におけるモノ

マーの登録でははるかに多くの試験項目が求められる。 
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④ ポリマーはポリマーとして規制するのが国際的常識である。日本、米国、カナダなど
主要国ではポリマーとして規制している 

 

このようにポリマーの登録の代わりにモノマーの登録が行われることになったのは、前述

したようにドイツ政府の要求によるものであり、EU の競争力強化に力点を置いたものとの見

方が強い。人の健康と環境を化学物質の悪影響から保護するという観点からは、ポリマーそ

のものの登録が理にかなっており、モノマーの登録は未反応物として残留する場合に限るべ

きであろう。 

 

3-2-2. 成形品について 

 成形品については予想以上に貿易障壁となることが懸念されている。身近な例では自動車

のタイヤを挙げることができる。スリップサインの存在は「当然予想される使用条件で放出

されるように意図されている」とみなされる懸念がある。その場合、指令 67/548/EEC で危険

有害性があると分類される物質がタイヤに含まれる場合に登録しなければならない。たとえ

ば、タイヤのゴムには有害物質としてカーボンブラックが含まれているので、自動車をタイ

ヤ装着の状態で EU 域外から輸入する場合には規則案第６条１項に従う登録が必要となる可

能性がある。 

 

3-2-3. 小規模企業への影響について 

REACH 規則案では企業が１年間に生産する化学物質の量に応じて届出の要求内容が多くな

り、従業員数や売上高などで表される企業規模は提出すべき届出内容・量に関係しない。し

たがって、それほど付加価値が高くない物質をある程度大量に生産している場合、資本で不

利な立場にある中小企業にとって REACH 規則案の影響は大きい。 

 一方、現行指令では新規化学物質については、年間 10kg から規制が開始され、100kg、1t

と段階的に要求される届出内容が多くなり、段階的にデータ収集コストが増加する。費用の

高い毒性および環境毒性の試験が要求されるのは年間 100kg 以上の場合であり、これに比べ

るとREACH体系に移行することによって年間1t未満の新規化学物質の生産者負担が軽減され

る。また、テスト費用だけからみると 1t ～10t では現行指令で要求されている毒性および環

境毒性の試験項目が REACH 規則案で要求されている試験項目よりも多いため、REACH 体系へ

移行することにより最低限必要な費用は減るとの見方もある。 

 しかし、付属書 V の規定によれば、新たに試験する前に、すべての利用可能な in vitro

データ、in vivo データ、過去のデータ、有効な(Q)SAR からのデータおよび構造的に関連の

ある物質からのデータが最初にアクセスしなければならない。そのため、この作業がスムー

ズに遂行できるような基盤作りが望まれている。 

 また、10t を超えると毒性および環境毒性の試験項目数が増えることのほかに、

CSR(Chemical safety report)が求められることにより登録のためのコストが増加する。CSR

作成のためのコストは、その物質が使用される用途の種類や数、物質の分析方法などによっ

て CSR の中味が異なるため一概に推測できない。加盟国当局が CSR やトン数帯および懸念リ

スクなどをもとに登録物質を評価し、規制なしとするか認可物質とするかあるいは制限物質

とするかを決める。ただし、その科学的な判断基準がよく規定されていないのが現状で、高

懸念側にみなされるのではないかという懸念がある。認可物質となった場合には認可申請が

受け入れられれば上市できるが、認可に必要なコストは中小企業が負担するには大き過ぎ、

大企業だけが認可の恩恵を受けられることになりかねない。 

規則案第 116 条によれば、物質の商品名、「指令 67/548/EEC の意味の範囲内での危険な物
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質」という制限はあるが、IUPAC 命名法による名称、EINECS で与えられた名称、物質の物理

化学的データや環境運命、毒性学的および生態毒性学的調査の結果、安全な使用に関する指

針、企業名、など 11 項目は秘密とは考えられていない。また、第 73 条 2 項によれば、少な

くとも EU 域内ではインターネットによって公開され誰もが利用可能となる。こうした、REACH

体系によってもたらされる状況は EU において化学物質製造/輸入業者と一般市民の相互理解

を深めることを促進するかもしれない。 

しかし、化学物質製造/輸入業者およびこれらの川下ユーザーにとって、化学構造が判明し

てしまう IUPAC 命名法による名称などは競合他社には知られたくない情報である。特に、先

端技術で競っている場合にはなおさらである。日本は IUPAC 命名法による名称を公開してい

るが、企業は知的財産権も睨みながら REACH 規則案に対応していく必要があろう。また、EU

域内の環境団体などから年間生産/輸入量が 1t 未満の物質についての登録を求める動きもあ

る。 

 

3-4. 今後の課題 

重複登録については EU 域外からの懸念があるものの、おそらくこの方針は変わらないと予

想されている。この条項により、最初に苦労して登録した企業の成果を他の企業がただで利

用する「「フリーライダー」がなくなり、産業界の公平性が高まるとの期待もある。一方、登

録数が膨大になりそのための情報システム（REACH-IT）作りが必須となる。コンソーシアム

形成による登録コスト削減では、負担の分担、秘密保持などの課題の解決が必要である。 

成形品に関する条項について、登録しなければならない化学物質は条件によっては絞られ

る。また、この条項は REACH 発行の 11 年 3 ヶ月後から適用されるので、まだ時間的余裕があ

る。しかし、成形品によっては含まれる化学物質が膨大な種類に及び、これらについて全て

把握することはかなりの負担になる。この問題は成形品業者だけの問題ではなく、その成形

品に含まれる化学物質を製造しているメーカーの問題でもある。登録に必要なデータを提供

できなければ競争に影響が出る恐れがある。 

日本から EU への化学関連製品の輸出（額）の大部分は成形品が占めている。REACH 規則発

効後の成形品輸出への影響が懸念される。EU 向け成形品メーカーおよび化学物質メーカーは

連携して、成形品に含まれる化学物質について登録または届出が必要かどうかをよく検証し、

準備を進めておく必要があろう。 

REACH 規則案への取り組みは、まだ施行されていないにも拘らず、欧州にとどまらず世界

に影響を与えている。制定にあたっては、EU を構成する各国政府以外に、EU 域内の産業界や

労働団体および NGO などの非政府団体の意見も取り入れるという姿勢が強く窺える。EU 域内

で統一した法規に従って化学物質を管理するためには、このようなコンセンサス作りが不可

欠なのであろう。しかしそれだけではなく、この動きそのものが共通認識を世界にひろめ、

REACH が世界の化学物質管理法のデファクトスタンダードを得る可能性を示唆している。 

欧州の制度の作り方はトップダウンで、先ず理念や原則を定め、詳細は後で決めていくこ

とが特徴である。REACH 規則案の場合も同様である。細かいことが決定されておらず、いろ

いろ問題があるかもしれないが運用しながら修正していけば良いというのがＥＵの考え方の

ようである。 

状況対応型で、何らかの事件があるたびにその都度その都度個別的に積み上げられてきた

日本の管理法体系の現状には大きな困難が生じている。REACH 規則案は米国の TSCA とともに

日本の化学物質総合管理体系を再構築する上で大変参考となる事例である。 
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4． 欧州における企業の社会的責任の現状 

EU における CSR（企業の社会的責任：Corporate Social Responsibility）への取り組みは、

イギリスを除けば比較的新しい。1998 年 11 月に Gyllenhammar レポートが出された後に、2000

年 3 月の特別欧州理事会（リスボン・サミット）において「世界において最も競争力を有し、

ナレッジ・ベースのダイナミックな経済を築き、より多くの、より質の高い雇用機会と社会

的結束の向上により、持続可能な経済成長を実現する」という今後 10 年の目標を設定したこ

とが、EU における CSR 活動の始まりと言われている。 

その後の活動には活発なものがあり、EC（欧州委員会：European Commission）の主導のも

とに 2001 年 7 月に緑書（グリーン・ペーパー）「CSR に関する欧州の枠組みの促進」が出さ

れ、パブリックコメントを受けた後、2002 年 7 月には、白書（ホワイト・ペーパー）「企業

の社会的責任に関する通達：持続可能な発展に対する企業の貢献」が公表された。（高巌ほか、

2003） 

EU で CSR に関する活動が精力的に行われている理由は、EU はひとつの経済的かつ社会的な

主体になるという約束を果たす努力をしつつ、欧州市民の運命、特に一部の地域では雇用と

成功の機会が激減している若い世代の運命をより良いものにするための経済成長と発展を達

成しようとすることを目指しているためと思われる。（高巌ほか．企業の社会的責任．2003） 

今回、EU における企業の CSR 活動について、EHS（環境保健安全： Environment, Health and 

Safety）との関係，SRI（社会的責任投資： Socially Responsible Investment）との関係に

着目し、2005 年 3 月に第５回「環境、健康、安全に関するコンプライアンスと企業の社会的

責任」の会合に参加し、EU 域内企業の CSR に関する取り組みの最新動向を調査した。 

 

4-1. 欧州企業の社会的責任活動の動向 

 CSR に関しては未だ多様な考え方がある。ここに会合で示された幾つかの見解や具体的活

動の事例を示す。 

 

4-1-1. 社会的責任の考え方 

EC（欧州委員会）は、その白書において、CSR を「責任ある行動が持続可能な事業の成功

につながるという認識を企業が深め、社会・環境問題を自発的に、その事業活動及びステー

クホルダーとの相互関係に取り入れるための概念」と定義している。 

これに対し Cambridge Univ. Business School の Ario Brady は、CSR の定義や解釈はいろ

いろとあり、それは何も新しいものではないとしている。Ario Brady は、CSR に代わるもの

として、“Corporate Sustainability（CS）”を提唱した。“Corporate Sustainability”とは、

“経済・環境・社会から生じる機会を進んで受け止め、また、リスクマネージメントするこ

とで、株主のために長期的な価値を創造していていくビジネスアプローチであるとした。ビ

ジネスアプローチの最低限のレベルがコンプライアンスであり、可能であれば実行するレベ

ルが“Corporate Sustainability”である。そしてその最上位の水準の活動は、それにより

競争力強化の機会をもたらす。その最上位の取組みの具体的な例には、１）評判とブランド

価値の向上、２）他との差別化、３）人材の確保、４）資金面の強化、５）法制度による調

査の回避、６）顧客の保持、７）操業の効率化、８）操業ライセンスの維持、などがある。

この“Corporate Sustainability”は、将来的に ISO により有効なガイドラインが出される

予定であり、“Corporate Sustainability”という言葉についてもより議論が深まる。 

また、National Grid Transco 社（ガスと電力、ならびに、通信インフラを提供している

会社）の Gareth Llewellyn は、Corporate responsibility（CR）は、「責任あるビジネスの
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実施により継続的発展のため企業が果たすことのできる貢献」と定義した。また気候変動、

安全、人権を重要分野と定め、各々に対して、自ら「責任あるビジネスのための枠組み」を

設定した。CR を実行してくためには、これらの枠組をコーポレートガバナンスにおける課題

として可視化し、会社組織の責任の下に置き、改善していくことが重要である。優良な CR

マネージメントは、それにより経営が向上し、リスクが低減し、コストが掛からない。 

Cable & Wireless 社の OHSE（労働安全衛生部門）から派生した会社であり、CR, EHS に

関するサービスを提供している Praxis42 社によれば、影響の大きい順に、顧客の満足、今後

施行される法令への対応、製品の環境影響の低減などが CR の要素としてあげられる。これら

を実行することにより CR が促進される。 

 

4-1-2. 企業の社会的責任と環境保健安全 

2001 年に発表された緑書（グリーン・ペーパー）「CSR に関する欧州の枠組みの促進」では

CSR の諸問題を「内部的側面＝（企業）」，「外部的側面＝（社会環境）」，「全体的側面＝（企

業と社会の両者）」に分類している。さらに、「内部的側面＝（企業）」は、１）人的資源管理，

２）職場における健康・安全管理（EHS），３）変化（リストラ）への対応，４）資源及び環

境インパクト管理に分類される。そしてそれぞれの側面について、SRI と EHS の重要性を述

べている。したがって、これらを念頭においてこれらの項目について戦略を策定することが

CSR の成功の鍵となる。 

EHS（環境健康安全）の事例として、OMV 社グループ（中東欧における石油とガスの会社）

は、2001 年に健康と安全活動をビジネスの一部に統合し、“think ahead”プログラムを開始

した。トップマネージメントがグループとしての休業災害低減の数値目標を掲げ、2004 年に

は目標値をほぼ達成した。責任の所在を専門家からラインのマネージャに変更し、ビジネス

の会議において“安全”を第一の議題とした。コンプライアンスはその一部である。“安全”

の評価には、これまでの統計値やその変化の他に、目標値への達成度を取り入れた。 

世界的に操業する Stora Enso 社（欧州、北米、中国に生産拠点を有する紙とパッケージと

木材を取り扱う企業）の CSR のための原理は、１）ビジネスの実行、２）コミュニケーショ

ン、３）地域社会との共同、４）仕事の負荷の低減、５）人権と労働者の権利である。職場

の健康と安全については、健康な従業員、健康な職場、健康な組織を目指している。健康と

安全の評価にあたっては、怪我や事故の発生といった“end-of-pipe”の指標ではなく、プロ

セスを評価する指標が必要である。プロセスの評価は、健康状態のパラメータ（長い時間軸

の評価）、健康管理や保障に関する財務の指標、監査の実施によって行った。 

ENHESA 社（企業や公的機関の EHS コンプライアンスに関するコンサルティングを業務とす

る会社）は、2003 年から 2004 年にかけて 50 ヶ国の新たな EHS 規制の動向を調査した。そし

て2005年以降の産業界に大きな影響を与えると考えられるEHS規制の展開について予測しそ

の影響を分析した。その結果、今後数年間において世界的に重要となる５つの課題を明らか

にした。 

すなわち優先順位の高い課題から、１）化学物質の管理の向上、２）廃棄物に対する製造

者責任の拡大、３）環境報告書の更なる統一化、４）気候変動防止のための手段の実施、５）

職業騒音の基準値の低減である。最も優先度が高い化学物質の管理の向上とは何かといえば、

GHS（Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals）と REACH

（Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals）規則に対応することである。

これらの課題に対処していくために産業界は計画的にコンプライアンスを実施していく必要

があり、まずトップのコミットメントが必須である。そして計画的にコンプライアンスを実

行するためには、どの規制が事業や製品に影響するかを知ること、規制の変化とともに製造、
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製品設計、市場等の変化に対応すること、責任者を明確にすること、コンプライアンスの現

状を示す指標を持つこと、規制の変化を競争力強化につなげることなどが重要である。 

EHS に係る新しい規制への取り組みとして、Bayer AG より GHS への取り組みが紹介された。

Bayer AG は、GHS がグローバルな商取引を促進する望ましい仕組みであると捉えている。現

在 EU は GHS 実施のための法令のドラフトを 2005 年末に完成することを目指して検討中であ

る。これに対して Bayer AG の主要な取引相手であるアメリカ、カナダ、日本は実施のための

準備作業をすでに行っており、解決すべき課題があるものの、日本は 2006 年に GHS を導入す

る（山崎ほか、2005）。このため Bayer AG は GHS へ対応するスケジュールに留意している。

EU における GHS 実施にあたっては、現在より多くの製品、特に調剤(preparations)が規制の

対象となり、化学物質に関する川下の法令に影響が大きい。そして GHS のどの要素から導入

するかについて EU レベルで統一した取り決めが必要であり、また、長い移行期間が必要であ

る。ECにおいては REACH 規則と GHS の導入に関する時期的整合性について議論されていない。

CEFIC は、産業界は GHS の実施を支持するとともに、GHS と REACH 規則は別のものだと認識し

つつ、GHS の導入時期として REACH 規則の前に実施することが必要である。 

資源及び環境インパクト管理の事例として、W R Grace による汚染防止（P2:Pollution 

Prevention）に関する取り組みが挙げられる。W R Grace によれば、CSR とは企業が社会・環

境・経済に責任を持つことであり、社会に対して全面的な義務を有することを意味している。

自然環境の保護はその義務のうちに含まれる。米国政府は汚染防止を“汚染物質と廃棄物を

最小限に留め、人間と環境に対するすべてのリスクを削減すること”と定義している。汚染

防止には 6 シグマ（6σ；シックスシグマとは、品質・経営管理上のミス発生目標数値を 3.4

回/100 万回という極めて少ない回数に設定して、改善を図っていく経営改革手法）の方法が

活用できる。汚染防止プログラムを実施していくためには、PDCA のサイクルをまわしていく

必要がある。汚染防止の取り組みの目標は、人間と環境に対するリスクの削減の実現ととも

に、コスト、安全面、生産性に関しても満足すべきものである必要がある。削減と整合性の

とれる質的な目標とプログラムの有効性を評価するための量的な目標を掲げる必要がある。

量的な目標には KPIs（Key Performance Indicators）が望ましい。実施にあたっては、広範

な部署からの代表者からなる全体を見るタスクフォースと実際のアセスメントを実施するチ

ームの二つが必要である。事業計画に汚染防止を統合し、社内に対しては社員教育を実施し、

コミュニケーションを保ち、汚染防止の成功を評価することなどにより社員のモチベーショ

ンを高めるとともに、社会に対しては汚染防止の普及をしていく、ことが重要である。 

また資源及び環境インパクト管理には、上記汚染防止の他に、製品がライフサイクルを通

して環境に与える影響を考慮した IPP（総合的製品政策：Integrated Product Policy）の考

え方がある。この IPP の具体的事例として、Nokia 社の取組みが挙げられる。Nokia 社によれ

ば、IPP は規制ではなく自主的取組の一つである。IPP の主たる目的は、よりグリーンな商品

による市場の改善、グリーンな企業・商品の供給、自主的取組による規制の補完、企業の継

続的改善のための枠組み提供である。EC による IPP の原則はまず Life cycle thinking であ

る。これは、汚染防止や排出・廃棄の管理に基づいて、環境に関る規制に焦点をあてること

であり、現在、商品の全ライフサイクルに拡大しつつある。2004 年 10 月から 2006 年 10 月

の予定で、EU と Nokia 社が共同で、携帯電話について IPP パイロットプロジェクトを実施し

ている。目標は、IPP の手法の改善のための提言と、同様の携帯電話製品に対して方向付け

となるモデルを提供することである。現在、異なる手法による製品の環境影響の分析を目的

としたステージ 1 が完了したが、LCA(Life Cycle Assessment), EFA(Ecological Footprint 

Analysis), MIPS(Material Input per Service Unit)の信頼性の低さと不適切さが明らかに

なるころ、KEPI’S（Key Environment Performance Indicators）の実際上の有効性が明らか
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となった。規制と産業の適切なバランスのために、産業界と行政の共同作業が必要であり、

IPP はこれにとって良い枠組みである。IPP により産業界は Life cycle thinking を使った経

験の共有化が進む。信頼性の低い手法が規制による要求に利用されることは、阻止すべきで

ある。 

また Solvay 社からライフサイクルマネージメントの取り組みが紹介された。これによれば、

ライフサイクルマネージメントの枠組みは IPP であり、その IPP の基盤は Life Cycle 

Thinking である。Life Cycle Thinking の考え方によれば、物質の使用を禁止することによ

り環境影響が改善すると考えるのは誤りで、主要な環境への影響は生産時ではなく使用時に

生じるということが認識される。この認識は、Eco-efficiency（=付加価値／ライフサイクル

を通じた影響）を考慮する必要があることを表している。ポリウレタンフォームの吹きつけ

ガス(HFC)と、配電盤用の絶縁ガス（SF6）のケーススタディから、両者とも、環境への曝露

による影響よりもその断熱、絶縁作用の効果が大きく、地球温暖化に対してプラスの効果を

挙げている。 

環境データの収集とマネージメントに関する事例として Lufthansa 社によれば、環境報告

書への期待が高まっている。このため膨大な情報を扱う必要性があるが、EHS に関するデー

タをエクセルのワークシートでメールによってやり取りして収集していくのは、コーポレー

トレベルでは最も不適切な手法である。EHS に関するデータのやりとりにはシンプルな入力

画面と機動的な解析機能を備えたシステムが必要である。 Lufthansa が現在使用している

Access は３年後には限界を迎え、SAP を導入する予定とのことである。 

EHS 報告書の信頼性の向上に関して BP 社によれば、EHS 報告書は責任感のある企業にとっ

て必須事項であり、信頼性向上のために次の８つのステップが必要である。それは、１）論

点の決定、２）明確な境界の設定、３）指標の選択と定義、４）情報・データの収集、５）

十分な公開性、６）公開された情報の正確性、７）報告書記載内容に対する責任、８）独立

した検証の実施、である。 

EHS に関する新しい取組みとして、Novartis International 社（医薬品メーカー）から EHS

の教育ツールに関する意見がのべられた。Novartis International 社は、グループ企業の従

業員の EHS の学習のために、HSE Virtual University を構築し、e-Learning の機会を提供し

ている。Novartis International 社の EHS 教育の概念は、ナレッジマネージメントとは単に

技術的な分野ではなく、データは単に事実の集積であるのに対して、ナレッジとは意味のあ

る行動をとるための能力であるとの認識を基礎にしている。e-learning の目指すものは、仕

事と学習の架け橋をつくることである。e-learning の良いシステムは、追跡調査とフィード

バックのしくみを取り入れている。従業員の EHS スキルの向上は成功する企業を作り出す。 

 

4-1-3. 企業の社会的責任と社会的責任投資 

前述したように、緑書（グリーン・ペーパー）には、SRI と EHS の重要性が述べられてお

り、SRI に関する戦略を策定することも CSR の成功の鍵となる。 

世界的なセメント製造企業である Holcim 社のビジョンとミッションにおいて、経済・環

境・社会に関する SD（Sustainable Development）は中心に据えられている。Holcim 社のミ

ッションは、セメント業界において世界で最も尊敬され魅力的な企業となり、すべてのステ

ークホルダーのために価値を作り出すことである。言い換えると、経済的利益と社会的利益

を両立させるとともに、ともに最大化することを新たなビジネスモデルとしている。SD/CSR

の取り組みによるリターン（価値の還元）を、ステークホルダーのみならず自社についても

評価し、SD/CSR の取り組みを持続可能なものとすることを目指している。“Return on Social 

Investment”は、１）課題の適切さ、２）効果、３）効率、４）影響の大きさ、５）持続性
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の５つの点で評価される。Holcim メキシコでは地域社会の生活向上と環境保護のためのセン

ターを設立し、ケーススタディとしてその活動を上記５つの点で評価した。評価指標の開発

にステークホルダーを巻き込むことで、全体的状況が見渡せるようになる。 

EU における SRI の広がりは、1990 年代の後半以降に急速に本格化したが、これは、SRI が

定着するように政府が積極的な働きかけをしているためである。EU 域内における SRI の最大

の市場はイギリスである。これは、2000 年 7 月に施行された年金法の改正の影響が大きい。

イギリスに引き続きスウェーデン、ドイツでも年金法が改正され、フランスでも上場企業に

対して環境報告書と社会報告書の作成・公開を義務づける法案が成立したことから、EU 域内

における SRI は、今後ますます活発化すると思われる。（谷本寛治他．SRI 社会的責任投資

入門．2003） 

この点に関して、世界的なリスクマネージメントコンサルティング会社である DNV 社のグ

ループ企業であり、SRI への活用のための企業格付けを行っている Core Ratings 社によれば、

情報コミュニケーション技術分野の SRI の見通しは、法律に対するコンプライアンスが主な

取り組みであったころと比べ、新しい状況が始まっている。イギリスの DTI（通産省）が出

した operating and financial review は、リスクの特定の必要性を述べており、CR 報告書

に影響を与える。CR クライテリアは SRI のみならず従来主流を占めている投資に対しても影

響を与えはじめている。今や CR の課題が株価に影響を与え始めている。企業は、明確なコミ

ュニケーションのために報告書に掲載される数値情報の文脈がわかるような表現をすること

が必要となっている。また、従来主流を占めている投資を呼び込むためには財務以外のリス

クを明確にする方法を提供する新たなコミュニケーションツールが必要である。 

 

4-2. 日欧の比較と今後の課題 

EC は、CSR の必要性と CSR への期待の説明の中で、欧州における CSR を取り巻く問題と状

況を以下のように述べている。 

・ 大規模な企業の変化と産業のグローバル化から生じる新たな懸念がある 

・ 個人と機関（消費者と投資家）の投資判断において社会的基準がますます重要になって

いる 

・ 経済活動による環境被害に対する関心が高まっている 

・ メディア、情報通信技術の発展により、事業活動の透明性が高まっている 

また EC は、CSR の促進により直接的、間接的な成果が現れ、欧州の競争力が高まると主張

している。直接的な成果としては、労働環境の改善、労働者の経営への積極的な参加、労働

生産性の向上、天然資源のより効率的な利用等を挙げており、間接的な効果としては、顧客

と投資家の企業の CSR 活動への関心の向上、市場機会（ビシネスチャンス）の増加、企業業

績向上への CSR の与える影響についての関心の高まりなどを挙げている。 

今回の調査により、EU 域内企業は EHS 活動の強化により EC の期待する CSR の直接的な効

果を上げることを目指していることが明らかになった。その EHS 活動の枠組は、緑書（グリ

ーン・ペーパー）に記載されているアプローチにほぼ准じたものであった。しかしながら、

今回の事例に示された EHS 活動の実態は日本企業における労働安全衛生活動と類似している。

これらの活動による労働災害の減少などが、企業の経営コスト削減に繋がることは明白な事

実であり、日本人の目からみると必ずしも目新しい事柄とは言い難い。CSR 報告書（EHS 報告

書、環境報告書等）に関しても同様であり、日本企業の取組みと大幅に異なるものでは無い。 

また、EC の期待する CSR の推進による直接的な効果に関しては、ある程度目に見える形で

現れているが、間接的な効果に関しては、現状ではあまり大きな成果が現れているようには

見えない。この点に関しては、EC も欧州の CSR の効果と将来に関する問題の議論の中で、最
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初の問題として SRI 制度と行動規範の比較を可能とする CSR の履行手段を開発する必要があ

るとしている。このことは、現状の企業の CSR 活動が SRI に多くの直接的影響を与えていな

い現状を表している。 

しかしながら、欧州において SRI は今後ますます拡大する見通しである。SRI 制度と行動

規範の比較が可能な CSR の履行手段が開発されれば、企業の CSR 活動は更に加速される可能

性もある。 

また、今回の会合で説明された EHS の事例の内容は、日本企業においても実施されている

事柄が多く見受けられた。しかしながら日本の場合、この手の会合に多いのは、大会場にお

いて多数の聴衆を前にして数人の講演者が企業による実際の活動の内容を紹介する形式であ

る。これに対して今回の会合では４０人程度の参加者の殆どが聴くだけでなく自らも講演を

行った。つまり会合自体が、全ての関係者による討論、つまりマルチ・ステークホルダー・

ダイアログであった。そして、その内容が、「CSR とは何かの定義」、「自ら何を目指すのかの

提示」、「具体的な取り組みの背景にある概念基盤の説明」、そして「取り組みの効果の評価の

枠組み、評価指標の説明」であった。これは、日本企業の多くが各現場における EHS の事例

の紹介をし、EHS 活動の積み重ねの上に企業の CSR が存在するというボトム－アップ方式で

あるのに比べて、EU の企業は、まず CSR に関する会社の理念（原則）を設定し、その理念の

下に各現場（工場）が EHS 活動を実施するというトップ－ダウン方式であることの差異が背

景にあるのではないかと推測される。この点に関しては、素直に感心するとともに日本企業

としても学ぶべき点がある。 

 

５．おわりに 

 今回の調査で、OECD の EHS プログラムが幾つかの課題を抱えながらも進展していること、

REACH 規則案は EU 域外国を含む多くの機関・団体を巻き込みながら施行に向けて着々と進ん

でおり、日系企業に対しても多様な影響をもつことが明らかになった。また、EU における CSR

を巡る論議や企業の CSR への取り組みについて知見を得ることができた。今回の調査は化学

物質総合管理に関わる企業行動に関する評価指標の開発研究（大久保明子ほか、2005）およ

び化学物質総合管理学の創設研究に大いに参考になるものである。 

 化学物質管理を巡る世界の動きは急である。こうした状況に適切に対応していくためには

OECD における論議や EU の REACH 規則を巡る動きなどを踏まえながら、日本の化学物質管理

に係る体系を包括的かつ総合的な体系、即ち化学物質総合管理体系に変革していくことが必

須である。 

 また、化学物質管理は CSR 活動の中に大きく位置づけられつつある。そして CSR 活動は実

効性を高めるために SRI などとの関連を強めている。而して、CSR 活動の一環として化学物

質総合管理に係る活動を評価する指標開発が重要である。 

 

今回の調査では、OECD EHS Division Environment Directrate の Rob Vissel 氏、Drew Wagner

氏、Take Fukushima 氏、Kotaro Yoshida 氏、日本政府 EU 代表部の関総一郎外務省参事官、

ダイソー株式会社デュッセルドルフ事務所の皿海伸明氏、JSR Micro N.V の C. Jukus 氏に多

大なるご協力をいただきました。深く感謝いたします。なお、本調査は 2004 年度科学研究費

補助金による研究の一環として行った。 
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