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【環境特集】化学物質規制 

 

フランスにおける REACH施行の評価 
 
去る 12月 1日に予備登録の期限を迎えた REACHであるが、フランスにおいては決し

てスムーズなスタートを切ったとは言いがたい状況が散見されたようである。実際、化学

工業連合会（UIC ：L’Union des Industries Chimiques）の 2008年 12月 2日付プレス
リリースによると、同年 11月 24日時点の申請数が 3,334件だったのに対し、11月 30日
時点での申請数が約4,400件であり、最終週での駆け込み申請の多さが目立った（出典1）。
さらに、ナタリー・コシウスコ=モリゼ前エコロジー担当相によると、REACH への登録

が必要とされる企業は、フランス国内で約 5,400社と見積もられていることから、約 1,000
社程度が、今回の登録を行わないままになっていることになる。このような企業には今後、

欧州化学物質庁（ECHA：European Chemicals Agency )のサイトに掲載された登録対象
物質の製造および輸入が、EU/EEA 諸国（EU 加盟 27 ヵ国およびノルウェー、アイスラ
ンド、リヒテンシュタイン）において一切禁止され、それに違反した場合、最高で懲役 2
年および 75,000 ユーロの罰金が課されることになる。また、製造および流通に関わる企
業への査察は、2009年年頭から実施されることがすでに明らかにされている(出典 2,3）。 
 
こうした登録の遅れは、早くからメディアによって指摘されていた。2008年 9月 12日

付けの高級紙 Libérationによると、遅れの原因としては、登録サイト Reach-IT–plusが 9
月時点で稼動し始めたばかりである点、インターフェースが英語のみであった点、企業側

の参加意識が低い点に加え、REACHにかかるコストの問題も大きかったとされる。すな
わち、率先して登録を行っていた PCAS社の場合、一物質あたり、30万ユーロから 70万
ユーロの費用を最終的に見積もっていると紹介されているが、この額は、売上高が 2億ユ
ーロ程度に過ぎないような中小企業にとっては決して小さくない数字であることから、政

府側にも何らかの負担を求める声があったものの、コシウスコ=モリゼ前エコロジー担当
相はそれを拒絶していたという(出典 4)。また、2008年 10月 21日付経済紙 Les Echosに
は、700種の物質に関して登録を行った Rhodia社の場合、50人体制で作業にあたり 9,000
万ユーロのコストが見積もられているという事例や、製造元の企業（特にアメリカ企業）

が混合物の組成を明らかにせず、REACHへの登録を拒まれたことでフランスの企業が困
っているような事例、また、古い伝統のある企業のなかには自社で製造している潤滑剤の

成分が何なのかわからないところもあるといった事例が挙げられる一方で、他の企業へ登

録作業に関するコンサルティング業務を行っている企業の存在も紹介されている（出典 5）。 
さらには、登録サイトが 10 月末時点でサーバー容量の限界近いトラフィックにより処

理速度が大幅に低下したため、緊急サイトが開設されるという実務上の混乱も発生してい

た模様である(出典 6）。 
 

REACHそのものの評価に関しては、政治的にはかなり前に決着済みの事案であること
からか、同国経済紙の記事を見渡してみても、昨秋以降、産業界側から表立ってこれを批

判するような論調は見られなかったなかで、2009年 1月 14日付けの Les Echos紙に、各
種規制の強化が技術革新の阻害要因となっているとする記事が掲載された。そのなかでモ
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リナリ経済研究所のヴァランタン・ペトカンチン研究部長は、各国政府および欧州当局が

これまで技術革新を奨励するとの態度を明らかにしているのにもかかわらず、実際には革

新的事業を行っている企業に対する規制強化が進んでいることから、技術革新の重要性が

軽視されているのではないか、さらには予防原則に基づき年々強化される規制によってリ

スクを取ることや企業努力が台無しにされるのではないかとの危惧を指摘している。 
実際、欧州の企業によって市場に流通するようになった新物質数は、1988年から 1992
年にかけては 97種であったのに対し、2003年から 2007年にかけては 48種と、この 20
年間で半減したという。さらに氏は、当局の承認を得るための費用が膨大に膨れ上がる原

因となった医薬品分野での規制強化の事例を挙げるとともに、化学工業分野での規制の変

遷を振り返りつつ、REACHを以下のように名指しで批判している（出典 7）。 
 
「もうひとつの例として、川下に非常に多くの産業を抱える化学工業分野が挙げられる。

化学工業に対する欧州当局の規制もまた、年を追うごとに強まってきた。すなわち、1981
年以降、新たな化学物質にはすべて、当局への試験を伴う登録手続きの実施が課せられる

こととなり、さらにその試験は、1992年に一段と厳格化した。その結果として、2003年
には欧州委員会みずから、「技術革新の対象は、正式な申告が必要となるような新たな化学

物質を発見することから、既存の物質を利用することへと移ってしまった。研究開発自体

がもう海外へ移転してしまったのである」とのコメントを発表する事態に及んだ。 
にもかかわらず、2007年 6月１日の REACHの発効に伴い、規制による締め付けがさ

らに強くなってしまった。そのため、ある種の物質を商業化しようとしても、ヨーロッパ

では、行政側からの新たな要請へこたえるために採算が取れなくなり、商業化自体が中止

に追い込まれる可能性がある。そうなると、代替物を探すことを強いられると同時に、最

終消費者への提供価格を上げざるを得なくなる川下の産業セクターがより困難な立場に立

たされることになりかねない。」 
 
また、業界団体である化学工業連合会（UIC）は、前述のプレスリリースにおいて、加
盟企業および川下企業への情報提供や、他国の業界団体との共同運営による REACH 
LINK 社を通じたデータ共有のための枠組みの整備、さらには物質リスト作成やコスト算
出等に関わる個別コンサルティングサービス（AtoutReach）の提供により、同会が各企業
による REACHへの取り組みに対して支援事業を行っている旨を紹介すると同時に、ジャ
ン・ぺラン代表が、ヨーロッパのみに高いハードルが課されることへの牽制をにじませつ

つ、以下のようなコメントを発表している（出典 1）。 
 
「この新しい規制を改定し強化していくことをめざすよりも、まず先に、すべての企業

が REACHに参加できるようにすることが不可欠である。REACHによって世界中のあら
ゆるところで健康の維持および環境の保全が同じようなレベルで達成されるのであれば、

REACH はヨーロッパにとっての競争力の源泉ともなるだろう。だからこそ我々は、

REACHの国際的な展開を実現させ、具体的かつ現実的なかたちで、すべての国において
REACHが機能するように、EUが働きかけていくことを望んでいる。」 
 
さらに、UICのキャサリン・ルキヌ氏は実務面での困難さを以下のように指摘している。 
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「同一の物質について、予備登録を行った企業同士による物質情報交換フォーラム

（SIEF：Substance Information Exchange Forum）の設立および運営は、重い負担とな
るだろう。1,000社以上が参加するフォーラムも誕生するはずだからだ。」(出典 1) 
 
一方、予備登録締め切りを目前に控えた 11 月 25 日、コシウスコ=モリゼ前エコロジー
担当相ほかのイニシアティブにより、「化学環境、生殖、子供の発育(Environnement 
chimique, reproduction et développement de l’enfant)」と題された会議が、欧州各国の
科学者らを招いてパリで開催された(出典 8)。それに関連して発表された首相官邸のプレス
リリースでは、ロゼリヌ・バシュロ=ナルカン厚生・スポーツ相が、化学物質の影響につ
いて現在実施中の研究を継続および推進すること、ある種の化粧品使用時に妊婦や児童が

負うリスクについて再検討すること、告知キャンペーンを通じてある種の製品の潜在的リ

スク情報について一般国民および健康関連専門家へ周知徹底すること、妊娠中におけるあ

る種の製品の使用に伴うリスク情報を母子手帳へ記載すること、以上の 4点を予防原則に
基づき実施すると表明。それとならんで、前エコロジー相も、国家レベルでの研究プログ

ラムの継続、および REACHの推進に加え、向こう 10年間での殺虫剤の使用の半減およ
び最も危険な物質 53種の使用の禁止（そのうち 30種は 2008年内）を目標とする農務省
による Ecophyto2018計画への支持を表明している(出典 9)。 
 
さらに、この会議の開催と時を同じくして、「危機に瀕する男性（Mâles en péril）」と
いうタイトルのドキュメンタリー番組が放映されたほか、Libération紙が化学物質曝露に
よる健康への影響についての特集を組むなど、この時期に化学物質関係の報道が集中して

行われた感があった。同紙によるロングインタビュー記事では、コシウスコ=モリゼ前エ
コロジー担当相が、REACHが化学物質問題の解決策になるかとの問いに対して以下のよ
うに回答している(出典 10)。 
 
「REACHは大きな変化であり、スタート地点としては非常に好ましいが、まだ手を加

えていく必要がある。健康や環境への影響を考慮することなく化学物質が長年、市場に持

ち込まれてきたが、そのような時代はもう終わった。」 
 
さらに、今回の会議開催の目的は何かとの問いに対しては、パリ市民の精子数が 40％減

少しているといった情報の共有に加え、孤立しがちな研究者同士の連携を深め、このテー

マの研究推進のための資金確保を図るとの狙いがあったと回答。そのうえで、すでに進行

中の国家レベルでの内分泌かく乱物質研究プログラムにおいて「カクテル効果」、すなわち、

複数の化学物質が組み合わさった場合にその作用がどのように強まるのかという点、そし

て「脆弱性の窓」、すなわち、内分泌かく乱物質の場合、用量と毒性との関係が他の物質と

は異なるため、どの時期に化学物質に曝露されるか（例えば胎児期）が重要であるという

点が新たな研究課題となっていると明らかにしている。さらに 2006 年、「健康-環境」議
員グループの代表として、一議員の立場から健康に対する化学物質曝露の影響についての

会議を開催した際には、化学業界のロビー活動による執拗な妨害を受けたのに対し、今回

は大臣のポストにあったことから、よりスムースに開催にこぎつけることが可能だったと
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もコメントしている。 
同紙はまた、REACHが生まれた背景およびその概要を伝える記事のなかで、代替物が

存在する場合にはそれによって置き換えることを要請しているに過ぎない点、年間 1トン
以上生産されている 30,000 種の化学物質に限定されている点、他の規制の対象となる殺
虫剤や化粧品には適用されない点、2018年までの時間的猶予が与えられている点を挙げつ
つ、REACHの執行条件が産業界にとって甘く、不完全であるとの評価を下している(出典
11)。しかしながら、他の記事では、精子数が減少したとするデンマークやアメリカ、フラ
ンスでの報告を紹介しつつも、減少には原因不明の地域差が大きいうえ、不妊の原因とし

ては出産年齢の高齢化などがあり、精子数が妊娠に影響を与えるほどには減少していない

との専門家のコメントを紹介。また、睾丸ガンの増加や胎児期における化学物質への曝露

の危険性について触れつつも、生活習慣や肥満といった他の因子も無視できない点を指摘

するなど、健康への影響に関しては一貫して抑制された筆致が保たれているようにも思わ

れる(出典 12)。 
 
なお、REACH成立までの政治的経緯についてはフランス・グリーンピースの公式サイ

トに詳しい(出典 13)。 
 

 
出典： 
 
(1) UIC（ L’Union des Industries Chimiques ）,プレスリリース, 2008.12.2 

http://www.uic.fr/CP_UIC_detail.asp?card=9235 
(2) ”Chimie : la première étape du projet de contrôle REACH close hier”, Les Echos, 2008.12.1 

http://www.lesechos.fr/info/industrie/4803447.htm?xtor=RSS-2012 
(3) “REACH : 4.409 entreprises françaises pré-enregistrées”, Les Echos, 2008.12.3 

http://www.lesechos.fr/info/energie/300313873-reach---4-409-entreprises-francaises-pre-en
registrees.htm 

(4) Laure Noualhat, “La France, mauvais élève de la chimie”, Libération, 2008.9.12 
http://www.liberation.fr/economie/010189080-la-france-mauvais-eleve-de-la-chimie 

(5) “Réglement Reach : des industriels français pourraient se trouver hors-la-loi”, Les Echos, 
2008.10.21 

http://www.lesechos.fr/info/industrie/300303128-reglement-reach-des-industriels-francais-
pourraient-se-trouver-hors-la-loi.htm 

(6) ECHA ( European Chemicals Agency ), プレスリリース, 2008.10.28 
http://echa.europa.eu/doc/press/pr_08_36_new_version_reachit_20081027.pdf 

(7) Valentin Petkantchin, “L'innovation, fausse priorité de l'Union”, Les Echos, 2009.1.14 
http://www.lesechos.fr/info/france/4818149-l-innovation--fausse-priorite-de-l-union.htm 

(8) Colloque ”Environnement chimique, reproduction et développement de l’enfant”, プログラ
ム 

http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG//pdf/Programme_Colloque_Fertilite_25_11.p
df 

(9) ”Environnement chimique, reproduction et développement de l’enfant”, 首相官邸プレスリリ
ース, 2008.11.26 

http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/sante_1113/environnement_chimique_repro



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1038,  2009.2.12 
 

15 

duction_developpement_61748.html 
(10) Éliane Patriarca, ”«En 20 ans, les Parisiens ont perdu 40% de leurs spermatozoïdes» 
ENTRETIEN Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'Etat à l'Ecologie, est à l'origine du 
colloque qui se tient ce mardi à Paris, sur les liens entre baisse de la fertilité humaine et 
environnement chimique.”, Libération, 2008.11.25 

http://www.liberation.fr/terre/0101268508-en-20-ans-les-parisiens-ont-perdu-40-de-leurs-s
permatozoides 

(11) Éliane Patriarca, “Reach s’en prend aux «douze salopards» Le programme européen doit 
évaluer les risques sanitaires des produits chimiques.”, Libération, 2008.11.25 

http://www.liberation.fr/societe/0101268682-reach-s-en-prend-aux-douze-salopards 
(12) Corinne Bensimon, “Les spermatos sont entrés en recession; AnalyseLa fertilité masculine 
se dégrade dans les pays industrialisés. Des scientifiques accusent la pollution”, Libération, 
2008.11.25 

http://www.liberation.fr/societe/0101268680-les-spermatos-sont-entres-en-recession 
(13) “Que font les politiques: les votes sur Reach”, 仏グリーンピース公式サイト資料 

http://www.greenpeace.org/france/vigitox/informations/lobby-politique 


