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【環境特集】化学物質規制 
 

EU の化学物質規制「REACH」の進捗状況 
 
 NEDO 海外レポート 1038 号「環境特集」では、EU の化学物質規制(REACH)1の進捗

状況について、4 本の記事を取り上げる。 
 まず、本稿では、REACH 施行の中央機関である「欧州化学物質庁(ECHA)」の活動状

況について記す。ここでは、段階的導入物質の予備登録期間の終了、予備登録された物質

リストの公表、認可対象物質草案に対する意見募集の開始をとりあげて、EU における

REACH の進捗状況を記す。 
次に、各国の活動状況を、記事「フランスにおける REACH 施行の評価」、「英国におけ

る REACH 施行の評価」において紹介する。ここでは、それぞれの国の産業連盟の活動状

況も紹介する。 
また、記事「欧州化学工業連盟(CEFIC)における REACH 施行の評価」において、欧州

の産業連盟の活動状況を記す。 
 
1. 段階的導入物質の予備登録期間が終了（2008 年 12 月 1 日） 
 
 REACH では、化学物質の内、下記のものを段階的導入物質と呼んでいる。 
① EINECS（欧州既存商業化学物質インベントリー）に記載された物質 
② NLP(No Longer Polymer：もはやポリマーとは見なされない物質)リスト記載物質 
③ 1992 年 6 月 1 日以降 EU 内で生産されたが上市されなかった物質（証拠文書が必要） 

 
これらの物質については、2008 年 6 月 1 日～12 月 1 日の間に予備登録を行うことによ

り、一定期間本登録が猶予される2。 
 

2008 年 12 月 1 日、6 ヵ月間の REACH 予備登録期間が終了した。EU/EEA 諸国（EU
                                                 
1 ・REACH（化学物質の登録、認可、評価、制限に関する規則 Registration,Evaluation,Authorization,and 

Restriction of Chemicals)、 
・ECHA（欧州化学物質庁 European Chemicals Agency）、 
については、下記資料やウエブページ等を参照されたい。 

①NEDO海外レポート 1006号（2007.9.5発行）：欧州化学物質庁(ECHA)とREACH規制についてのQ&A(EU) 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1006/1006-02.pdf 

②NEDO 海外レポート 1028 号（2008.9.3 発行）：REACH - 欧州化学物質庁(ECHA)が運用を開始 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1028/1028-01.pdf 

③経済産業省 
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/reach.html 

④環境省 
http://www.env.go.jp/chemi/reach/reach.html 

⑤REACH の基本的な説明については、経済産業省のサイトに掲示されている以下の資料等を参照。 
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/files/reach/REACH080516.pdf 

2 登録の猶予期間は、登録する物質のトン数、及び危険有害性により異なり 2010 年、2013 年、2018 年。 
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加盟 27 ヵ国とノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン）の企業は、200 万件を

大幅に上回る予備登録（物質数で 10 万件以上）を提出した。 
 
ECHA の事務局長を勤める Geert Dancet は、次のように述べている。 

「予備登録は ECHA にとって大成功であった。6 ヵ月の間、REACH-IT システム3はたび

たび更新された4。特に締め切り日前の数週間は、予備登録件数が指数的に増加したが、

これもなんとか乗り越えることができた。ほとんどの予備登録は REACH-IT を通して

行われたので、予備登録物質リストのタイムリーな公開とデータ共有の迅速な開始が可

能になるだろう。」 
 

ECHA が受け取った予備登録の件数は、当初想定していた件数の約 15 倍であったとい

う。この理由は主に、いくつかの企業が全ての既存化学物質の予備登録を行ったこと、多

くの企業が、念のためサプライチェイン中の同じ化学物質について二重に予備登録を提出

したことにより引き起こされたとしている。 
 
予備登録後の義務 

REACH 実施における次の義務は、ECHA が予備登録物質リストを公開後に、物質情報

交換フォーラム(SIEF ：Substance Information Exchange Forum)を形成し、同じ物質を

予備登録した企業間でのデータ共有を開始することである。企業は、 も適切であると考

える方法で、データ共有を計画（組織化）して良いことになっている。ある業界団体はデ

ータ共有を支援できるツールを既に持っているという。 
 
国別の予備登録企業数、予備登録件数 
 2008 年 12 月 2 日に、ECHA から発表されたニュースリリースの統計数値をもとに、国

別に予備登録を行った企業数、登録件数、一企業あたりの登録件数（平均値）を示したも

のが表 1 である。また図 1、2 は、予備登録を行った企業数のグラフ、図 3、4 は登録件数

を国別に示している。図 5 においては、一企業あたりの登録件数（平均値）を示した。 
  

図 1、図 2 より、予備登録を行った企業数では英国が圧倒的に多く、ついでドイツ、オ

ランダ、イタリア、フランスの順であり、また比率では英国、ドイツ、オランダの 3 ヵ国

で全体の半数以上を占める。また、図 3,4 より、予備登録件数では、ドイツ、英国、フラ

ンス、ポーランド、オランダの順であり、ドイツ、英国の 2 ヵ国で全体の半数近くを占め

る。 
 以上より、EU 加盟各国の国力の違いはあるが、英国・ドイツ・フランスの取り組みは

顕著である。図 5 は、一企業当たりの予備登録件数（平均値）を示したものであるが、イ

ギリスは少なく、グラフ（ベスト 10 を表示）の中に現れないのは特徴的である。 

                                                 
3 企業が予備登録、本登録を行う際に使用する Web システム 
4 多数の予備登録を処理するための能力増強、処理速度向上のため 
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国名 
企業

数 
予備登録件数 予備登録件数／企業数 

英国 22,227 418,753 19 

ﾄﾞｲﾂ 8,655 669,586 77 

ｵﾗﾝﾀﾞ 5,526 126,565 23 

ｲﾀﾘｱ 4,638 107,796 23 

ﾌﾗﾝｽ 4,409 247,099 56 

ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ 3,262 43,306 13 

ｽﾍﾟｲﾝ 2,632 80,980 31 

ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ 2,434 173,307 71 

ﾍﾞﾙｷﾞｰ 1,926 65,449 34 

ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ 1,388 32,910 24 

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 1,275 34,345 27 

ﾁｪｺ 941 25,394 27 

ｵｰｽﾄﾘｱ 853 32,353 38 

ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ 715 9,057 13 

ﾊﾝｶﾞﾘｰ 639 13,740 22 

ﾙｰﾏﾆｱ 575 9,739 17 

ｷﾞﾘｼｬ 535 9,120 17 

ｽﾛﾊﾞｷｱ 505 27,755 55 

ﾃﾞﾝﾏｰｸ 468 22,185 47 

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 403 13,895 34 

ﾉﾙｳｪｲ 393 6,911 18 

ｷﾌﾟﾛｽ 241 2,060 9 

ｽﾛﾍﾞﾆｱ 234 4,853 21 

ﾗﾄﾋﾞｱ 189 2,890 15 

ﾘﾄｱﾆｱ 175 3,965 23 

ｴｽﾄﾆｱ 153 21,950 143 

ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ 139 2,708 19 

ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ 48 3,051 64 

ﾏﾙﾀ 39 270 7 

ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ 38 137 4 

合計 65,655 2,212,129 34 

出典①より、NEDO 研究評価広報部作成 

表 1 国別の予備登録状況 
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 なお、REACH 規則において、登録の申請を行うことができるのは下記のいずれかの者

である。 
① EU 域内の製造業者 
② EU 域内の輸入業者 
③ EU 域外の製造業者が指定する EU 域内の唯一の代理人 

  
従って、EU 域外の日本やアメリカ等の国内事業者は、上記②③を通して登録を行う。 
そこで、図表中には、これらの国々の名前が現れない。 
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図 1 予備登録を実施した企業数
 

出典①より、NEDO 研究評価広報部作成

図 2 予備登録を実施した企業数比率
 

出典①より、NEDO 研究評価広報部作成
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図 3 予備登録件数
 

出典①より、NEDO 研究評価広報部作成

図 4 予備登録件数比率
 

出典①より、NEDO 研究評価広報部作成
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2. 予備登録された物質リストの公表（2008 年 12 月 19 日） 
 

ECHA はウェブ上で、予備登録物質リストの第一回目の公表を行った。このリストには、

2008 年 6 月 1 日～12 月 1 日の予備登録期間中に、6 万 5 千社が予備登録した約 15 万種の

物質が含まれている（予備登録件数では約 275 万件5）。ECHA では提出された情報のチェ

ックを実施中であるが、予備登録件数が多いため、この作業は年を跨いで継続している。

完全にチェック済みの物質リストの公表はまだ先になるという。 
 
チェック作業の具体的な例として、下記のようなものがある。 

① 物質ではないことが明らかな予備登録（例えば靴のような成形品）を削除 
② 名称は異なるが実際は同じ物質（同義語）をまとめ、一つの SIEF（物質情報交換フォ

ーラム：Substance Information Exchange Forum）とする。 
③ EU/EEA 諸国以外の企業から提出された予備登録を削除する6。 
 
 SIEF は物質毎に作られる。予備登録の申請者は自動的に SIEF メンバーとなる。物質

の有害性データを所有している機関なども、SIEF に参加可能である。SIEF における活動

                                                 
5 既出 2008 年 12 月 2 日時点の数値は暫定値である。 
6 REACH 規則において、登録の申請を行うことができるのは下記のいずれかの者とされているためである。 

①EU 域内の製造業者 ②EU 域内の輸入業者 ③EU 域外の製造業者が指定する EU 域内の唯一の代理人 

図 5 一企業当たり平均予備登録件数
 

出典①より、NEDO 研究評価広報部作成 
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は、ファシリテータと呼ばれる世話人が中心となるが、この役割を希望する場合は、予備

登録の際に、その旨を ECHA に伝える。 
SIEF の目的として以下が挙げられる。 
① 情報交換を円滑にし共有化をはかり、データ収集の重複を避ける。 
② 登録者間で物質の分類・表示について合意する。 

 
今回終了した予備登録では、多くの予備登録申請が行われ、対象となる物質数も多い。

また、多数の企業が参画している。この条件下で、SIEF をいかに効果的に進めていくか

が肝要である。 
 
なお、予備登録物質の一覧は、下記 ECHA のウェブページから CSV フォーマット、あ

るいは XML フォーマットでダウンロードできる。チェック作業の進捗に伴い、このリス

トは逐次、更新される。 
http://apps.echa.europa.eu/preregistered/pre-registered-sub.aspx 
 
3. 認可対象物質草案に関する意見募集を開始（2009 年 1 月 14 日） 
 
 認可対象物質を EU 域内で製造または輸入する事業者、あるいはその物質を認可条件以

外で使用する川下ユーザーは、その取扱量が年間 1 トン以下であっても、その物質の用途

を特定した認可の申請や代替物の解析などの情報を ECHA に提出して許可を得なければ

ならない。許可が得られれば、自身またはサプライチェイン川下の誰もが、申請した用途

で使用できる。 
2009 年 1 月 14 日、ECHA は認可対象物質草案を公表し、利害関係者からの意見募集（パ

ブリックコンサルテーション）を開始した。関係者は ECHA のウエブサイトを通じて意見

を提出する。意見募集期間は、2009 年 4 月 14 日までの 3 ヵ月間となっている。 
 今回の草案では、2008 年 10 月 28 日に認可対象候補として公表された 15 の高懸念性物

質(SVHC)7の内から、7 物質が特定された（以下、優先物質と呼ぶ）。 
意見募集では、優先物質、特定理由、認可の要件から適用除外される物質の用途等に関

して関係者のコメントを受け付ける。 
ECHA は 2009 年 6 月 1 日までに意見募集の結果を踏まえ、認可対象物質に関する勧告

を欧州委員会におくる。そこでは、規制委員会が勧告を精査し、認可対象物質を決定する

（REACH 付属書 AnnexXIV に物質を記載する、と表現される） 
認可の申請は、物質の付属書 AnnexXIV への記載後、24～30 ヵ月の間に提出されなけ

ればならない。 
 なお、今回、取り上げられなかった 8 物質も、今後引き続き検討される。 

                                                 
7 CMR（発癌性、変異原性、生殖毒性を有する物質）、PBT（難分解性、生物蓄積性、毒性を有する物質）、

vPvB（高難分解性、高生物蓄積性を有する物質）など。 
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NO. 物質名 物質 
EC 番号 特性 優先物質に特定した理由 

1 
4,4'- 
Diaminodiphenyl
methane (MDA) 

202-974-4
発癌性 ・比較的大量に使用・応用 

・広範で分散的な使用と判断される 

2 
Dibutyl 
phthalate (DBP) 201-557-4

生殖毒性 ・非常に大量に使用 
・調剤及び成形品に広範で分散的な使
 用 

3 
5-tert-butyl-2,4,6
-trinitro-m-xylen
e (musk xylene)   

201-329-4
・高難分解性、
高生物蓄積性
(vPvB) 

・vPvB  
・広範で分散的な使用 

4 
Bis 
(2-ethylhexyl)pht
halate (DEHP)   

204-211-0
生殖毒性 ・非常に大量に使用 

・調剤と成形品に至るところで、広範
で分散的に使用 

5 

Hexabromocyclod
odecane 
(HBCDD) and all 
major 
diastereoisomers 
identified 

247-148-4 
AND 
221-695-9

・難分解性、生
物蓄積性、毒性
(PBT) 

・PBT 
・この物質を含む 終製品の広範で分

散的な使用 
・非常に大量に使用 
・成形品及び調剤のライフサイクルを

通して放出される 

6 

Alkanes, C10-13, 
chloro (Short 
Chain 
Chlorinated 
Paraffins)   

287-476-5

・難分解性、生
物蓄積性、毒性
(PBT) 
・高難分解性、
高生物蓄積性
(vPvB) 
 

・PBT 
・vPvB 
・この物質を含む調剤と成形品の広範

で分散的な使用 
・使用量が比較的大 

7 
Benzyl butyl 
phthalate (BBP)   201-622-7

生殖毒性 ・大量に使用 
・調剤と成形品に広範で分散的な使用

出典④⑤より、NEDO 研究評価広報部作成 
注 1: 広範で分散的な使用(Wide dispersive use) 

さまざまな場所で多くの人に使用され、人がその物質を浴びる（暴露）こと。あるいは空気・水・土壌に放

出されること。製品／廃棄物、屋内で使用／屋外で使用、物質そのものを使用／成形品や調剤に含まれる形

で使用、を問わない。また多くの人に使用されるとは、使用する消費者、その物質のサプライチェイン（供

給網）に携わる人などを意味する。 
注 2： 使用量 
 少ない   ：10 トン／年未満 
 比較的少ない：10 トン以上、100 トン未満／年 
比較的大量 ：100 トン以上、1,000 トン未満／年 
大量    ：1,000 トン以上、10,000 トン未満／年 
非常に大量 ：10,000 トン／年以上 

表 2 認可対象物質草案 
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                                久我 健二郎 
 
出典： 
① 
COMPANIES SUBMITTED OVER 2 MILLION PRE-REGISTRATIONS BY THE DEADLINE 
http://echa.europa.eu/doc/press/pr_08_54_end_of_%20preregistration_20081202.pdf 
② 
LIST OF PRE-REGISTERED SUBSTANCES PUBLISHED 
http://echa.europa.eu/doc/press/pr_08_59_publication_pre-registered_substances_list_20081219
.pdf 
③ 
PUBLIC CONSULTATION ON INCLUSION OF SUBSTANCES IN THE AUTHORISATION 
LIST 
http://echa.europa.eu/doc/press/pr_09_01_consultation_substances_authorisation_20090114.pdf 
④ 
Candidate List of Substance of Very High Cocern for authorisation 
http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp 
⑤ 
Prioritisation of Substances of Very High Concern (SVHC) for Inclusion in the List of 
Substances Subject to Authorisation 
http://echa.europa.eu/doc/consultations/recommendations/gen_approach_prioritisation.pdf 
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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、 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、 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 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、

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 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
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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 
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【環境特集】化学物質規制 

 

英国における REACH 施行の評価 
 
英国は国内における REACH 施行の進捗をどう評価しているか? 

 
環境･食糧･農村問題省(DEFRA：Department for the Environment, Food and Rural 

Affairs の話を聞いた結果によれば（出典 1）、化学品製造・輸入業者とその下流部門のユ

ーザーはそもそも REACH を野心的に過ぎ、官僚的で、法外かつ不必要な高コストを要す

る法律と見ているものの、現在大半が同法を遵守しているという意見が主流だった。2008
年 11 月 1 日、 欧州化学物質庁（ECHA） は、EU/EEA 諸国（EU 加盟 27 ヵ国とノルウ

ェー、アイスランド、リヒテンシュタイン）内の予備登録水準に関する統計を発表した。

加盟国中ドイツが も事前登録の件数が多く、次いで英国が多かった（出典 2）。 
英国は、適切な指標を明らかにし、評価と監視のメカニズムを開発して、国内における

REACH 施行の進捗状況を評価する意向である（出典 1）。  DEFRA は指標を評価する

プロポーザルを現在検討しているが、監視プログラムの整備、影響の評価、2010 年までの

報告書完成を目指すなど、かなり広範なものになると述べた。また、健康、環境、ビジネ

スに影響が浸透するには数年かかると思われ、英国における REACH の影響のより正確な

評価は、2015 年の報告書作成を待たねばならないだろうと述べた。 
 
REACH は 2007 年 6 月 1 日に発効。予備登録期間は 2008 年 6 月 1 日 ～ 12 月 1 日。そ

の進捗状況は? 
 
「段階的導入物質」1、年間 1 トンもしくはそれ以上の量を初めて製造･輸入した物質、

又は 2008 年 12 月 1 日以降に初めて製造･輸入業者になった事業者（出典 3） を対象とし

た後期予備登録など、2、3 の例外を除き、予備登録期間は現在締め切られている。 
予備登録プロセスで 大の問題は、特に締切日間近の数週間における登録量に対応する、

REACH IT システム（ECHA が管理）の容量不足だった（出典 4）。 業界団体の化学事業

者協会(CBA)はこの問題を ECHA に提起し、ECHA は、 REACH IT システムが完全にダ

ウンした場合に備え、インターネットによるバックアップ･システムを開発し対応した。  
さらに、ECHA は IT システムの対応能力を拡大、その結果、予備登録のほとんどは完

了している。 
 

 受理した登録総件数(約 150 万件)から見て、REACH IT システムは機能したと考えら

                                                 
1 1995年1月1日又は2004年5月1日にEU (又はEUに加入する国々)で製造されたが、市場に出ていない (即
ち、場所が限定されている又は輸出のみ)、1981 年以前に市場に出た物質、又は、「 早ポリマーではない」

物質が存在する。 
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れる（出典 1）。 
その他の問題、成果、今後の視点など 

 
DEFRA と様々な利害関係者の協議で、以下を含む、多くの問題が浮上した 

- 登録のコスト 
- 非 EU の輸入業者 – EU 外の輸入業者が有利になる問題。利害関係者は 輸入業者

が参入した時に、REACH 規定遵守の申告書に署名させることを提言した。 
- データの共有  – ECHA は企業各社に物質情報交換フォーラム (Substance 

Information Exchange Forum (SIEF))のような制度により、情報共有協定を確立

し協力することを勧告している。EU の指導がないままそうした制度をどう実施し

ていくか、また、競争力や動物実験重複の問題はないのか、まだはっきりしない。 
- 利害関係者は意図的な非遵守と不注意による非遵守の区別をもっとはっきりさせ

るべきだと主張した。利害関係者は、文書化した合理的根拠があるなら、法文が曖

昧である点を考慮し、罰則を適用すべきではないとの考えを示した。 
- 下流部門のユーザー － 多くの企業は、諸問題を供給チェーンの上流に依存するこ

とになること。 
 

出典： 
1 DEFRA、2008 年 1 月、REACH 相談局、 Ryland-Jones P に電話取材。 
2 ECHA、2008 年 11 月、プレス発表資料 
3 ” REACH pre-registration - what do I need to do?” 健康･安全執行部 REACH ガイダンス 

http://www.hse.gov.uk/reach/preregistration.htm 
4 健康･安全執行部、2009 年。REACH ガイダンス – www.hse.gov.uk/reach 

Whyte Chemicals Ltd.、2008 年 11 月。ECHA に対する公開状- REACH IT – 予備登録 、
Whyte, M、CBA 会長 (www.chemical.org.uk). 
http://chemicalwatch.com/downloads/Whyte%20letter.pdf 

5 DEFRA、2008 年 11 月。REACH 施行に関する第 2 次協議に対する回答要旨: 2008 年 6 月 3 日 
– 8 月 25 日. 
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【環境特集】化学物質規制 

 

欧州化学工業連盟(CEFIC)による REACH 施行の評価(EU) 
 
CEFIC は業界内(欧州化学産業)の REACH 施行に向けた進捗をどう評価しているか? 

 
REACH 計画の予備登録段階の結果を踏まえ、CEFIC は施行の第 1 段階は成功と考え

ている（出典 1）。EU/EEA 諸国（EU 加盟 27 ヵ国とノルウェー、アイスランド、リヒテ

ンシュタイン）の製造業者又は輸出入業者 65,655 社以上によって、予備登録が 220 万件

以上なされたと CEFIC は明言している（出典 1）。 
CEFIC は REACH 施行ワークショップを設け、加盟各社や産業パートナーを対象に定

期的に開催している。そうしたワークショップでは加盟各社における REACH 施行の進捗

の現状評価を記録している（出典 3）。 
 
REACH は 2007 年 6 月 1 日に発効。予備登録期間は 2008 年 6 月 1 日～12 月 1 日。その

進捗状況は? 
 
記述のように、CEFIC は、予備登録が 220 万件以上となり、REACH 計画の予備登録

段階は成功したと結論している（出典 1）。 
「段階導入物質」1 、年間 1 トンもしくはそれ以上の量が初めて製造･輸入された物質、

又は 2008 年 12 月 1 日以降に初めて製造･輸入業者になった事業者を対象にした後期予備

登録など、2、3 の例外を除き、予備登録期間は現在締め切られている。 
特に、予備登録数をかなり低めに予測していたため、REACH IT システムに時々アクセ

スできなくなり、同システムの反応が遅くなる可能性があるなど、予備登録段階では様々

な問題があった（出典 2）。予備登録期間開始後 6 週間目に、REACH IT システムへの一

括登録オプションを導入したが、同オプションの利用が遅れたことに関する問題もあった

（出典 4）。  
 また、予備登録期日を逃した「重要な少数」企業が存在する。そうした、製品を予備登

録し損なった企業は、自社製品が EU 法の非遵守品となり、輸入を中止し、供給を中止し、

製品を本登録することを求められた。企業が本登録を行った場合、ECHA は対象物質の完

全性審査を行うが、この審査期間は,REACH 規則第 20 条 2 において、提出日より 3 週間

以内に完全性の審査を行うことと規定されている。審査期間中は、対象物質の EU 域内に

おける製造、使用、販売は禁止されることとなる。 
 
 
                                                 
1 1995 年 1 月 1 日又は 2004 年 5 月 1 日に EU (又は EU に加入する国々)で製造されたが、市場に出ていない 
(即ち、場所が限定されているもしくは輸出のみ)、1981 年以前に市場に出た物質、又は、「 早ポリマーでは

ない」物質が存在する。 
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その他の問題点、成果、今後の視点など 
 
CEFIC は、REACH プログラムで も要求が厳しい段階は、規定の調査書を作成する、

物質情報交換フォーラム(SIEFs)の創設・作成になると報告している（出典 2）。  CEFIC
は、予備登録数の多さから、実際に営業している会員と休眠会員を区別し管理する必要が

あると述べ、そのために、IT プラットフォームを担当する CEFIC の子会社”SIEFreach”
を設立した。 

 
 また CEFIC は「SIN」(直ぐに代替する)リストの問題を確認した（出典 5）。これは、

環境団体が作成したリストで、REACH 計画に基づき禁止すべき一部の物質を提案してい

る。「SIN」リストの掲載物質には、いずれも大量生産されている、ベンゼンとスチレンも

含まれている。そうしたリストの存在は供給チェーン全体の混乱につながる可能性があり、

CEFIC は全当事者に ECHA のガイダンスを基本とした統一アプローチを取るよう強く求

めるとともに、認可が必要な物質のリストを作成できるのは ECHA だけであると注意を促

した。 
 

出典： 
1 ケミカル・ウィーク、2008 年 12 月。CEFIC は REACH 事前登録を成功視、ECHA に打撃、 Scott, A. 
2 CEFIC、2008 年 12 月、プレス発表資料 

3 ” REACH Implementation” CEFIC 公式 Web サイト 

http://www.cefic.be/Templates/shwStory.asp?NID=494&HID=643 
4 ECHA、2008 年 12 月、プレス発表資料 
5 CEFIC、2008 年 9 月、プレス発表資料 
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【環境特集】大気環境 
 

微小粒子状物質(PM2.5)規制の状況（米国） 
～米国環境保護庁(EPA)の最近のニュースリリースより～ 

 
1．微小粒子状物質(PM2.5)1基準の未達成地域を指定 
 

2008 年 12 月 22 日、米国環境保護庁(EPA: Environmental Protection Agency)は 25 の

州知事と 23 の部族長に対し、EPA の定める微小粒子状物質(PM2.5)の日平均基準を達成

していない州、部族地内の指定地域を通知した。 
 
 「未達成地域の指定は、大気の清浄化を着実に進めるための重要な一歩である」と EPA
長官 Stephen Johnson2は話す。「EPA は州および部族と今後も連携し、大気質基準を達成

していく所存である。」 
 
 EPA は、PM2.5 基準を達成していない 211 の郡と郡の一部の指定地域を決定する前に、

郡と部族からの提案をパブリック・コメントとともに綿密に検討した。未達成地域

(nonattainment areas)と呼ばれるこれらの地域には、基準を超過している郡、および、基

準超過を助長している近隣の郡が含まれる。該当する州と部族は、微小粒子を形成する汚

染物質を削減するための対策を取ることを求められる。米国の郡および部族地域の大部分

はこれらの基準を達成しているが、清浄な大気を維持するためにはこうした地域も引き続

き取り組みを行うことが必要である。 
 
 2006年に、EPAは市民の健康を守るために「日平均微小粒子基準」を65μg/㎥から35
μg/㎥に強化した。全米で監視された微小粒子汚染レベルは2000年から2007年の間に11％
減少した。微小粒子は、直接排出されるか、もしくは、二酸化硫黄と酸化窒素の反応によ

り大気中で形成される。微小粒子汚染への暴露は、多数の深刻な健康問題（重度の喘息、

呼吸器系・循環器系疾患の入院および救急外来受診の増加、心臓発作、早期死など）を引

き起こす可能性がある。 

                                                 
1 浮遊粒子状物質のうち、粒径 2.5μm（マイクロメートル）以下の小さなもの。健康への影響が懸

念されている。 
2 当時。オバマ政権の発足に伴い、現在は Lisa Jackson。 
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表 1 「PM2.5 の日平均基準」実施スケジュール 
マイルストーン 期限 
基準の発布日 2006 年 9 月 21 日 
基準の施行日 2006 年 12 月 18 日 

EPA に対する州の提案 
新基準の施行から 1 年後 
‐2007 年 12 月 18 日（2004～2006 年の大気監視データに基づく）

地域指定の 終署名 
新基準の施行から 2 年後 
‐2008 年 12 月 22 日（2005～2007 年の大気監視データに基づく）

品質保証された公認の、完全

版 PM2.5（日）大気監視デー

タ（2008 年）の提出 

EPA に対して、3 年間（2006～2008 年）の平均値を基準にした、

地域の大気汚染状況の再評価を要請している州のみ該当 
‐2009 年 2 月 20 日 

地域指定の施行日 
通常、官報発表後 90 日以内 
‐2009 年 4 月予定 

州実施計画の締切 
地域指定の施行日から 3 年後 
‐2012 年 4 月予定 

達成期限 
地域指定の施行日から 5 年以内 
‐2014 年 4 月予定 

延長の場合の達成期限 
地域指定の施行日から 10 年以内 
‐2019 年 4 月予定 

 
 
 

EPA 指定地域  
達成／分類不可 
郡全域で未達成 
郡の一部地域で未達成 

図 1 PM2.5 の日平均基準 未達成地域 
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 2．微小粒子汚染の大気質指標(AQI)の改正を提案 
 
  2009 年 1 月 15 日、EPA は 2006 年に行われた微小粒子基準の改定を反映させるため、

EPA 大気質指標(AQI: Air Quality Index)の改正案を提案した。この提案では、「健康に

極めて有害(significant harm)」なレベルも新設された。このレベルは、州が緊急期間への

対応計画を策定する際に使用される。 
 
 提案された改正案では、微小粒子汚染レベルが 35.5μg/m3 に達すると、AQI は「橙コ

ード」（影響を受けやすい人々に悪影響を与えるレベル）になる。この改正案は、大気質

の粒子汚染レベルがこれまでよりも低い汚染濃度で「健康に悪影響(unhealthy)」なレベル

に達することを意味している。 

 

                                                 
3 本稿で取り上げた PM2.5 以外に、O3 (ppm)、PM10 (μg/m3)、CO (ppm)、SO2 (ppm)、NO2 (ppm)
それぞれの濃度レベルに対して、この図の AQI 数値とカラーコードが割り当てられている。これ
については、下記資料の P38「TABLE2」などを参照。 
「Air Quality Index Reporting and Significant Harm Level for Fine Particulate Matter」 
http://www.epa.gov/pm/pdfs/20090115fr.pdf 

表 2 大気質指標(AQI)  PM2.5 の日平均値 
PM2.5 の日平均値 (μg/㎥) 

AQI 区分 指標値 
現在の数値 提案 

良好 0～50 0.0～15.4 変更なし 
中程度 51～100 15.5～40.4 15.5～35.4 
影響を受けやすい人々に悪影響 101～150 40.5～65.4 35.5～55.4 
健康に悪影響 151～200 65.5～150.4 55.5～150.4 
健康に極めて悪影響 201～300 150.5～250.4 変更なし 

301～400 250.5～350.4 変更なし 
有害 401～500（緊急期間の対応

計画策定用のみに使用） 
350.5～500 変更なし 

AQI 健康懸念レベル 色 

数値範囲 大気質状態 カラーコード 

0～50 良好 緑 

51～100 中程度 黄 

101～150 影響を受けやすい人々に悪影響 橙 

151～200 健康に悪影響 赤 

201～300 健康に極めて悪影響 紫 

301～500 有害 茶 

図 2 大気質指標(AQI)のカラーコード 3 
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 ただし、今回提案された改正は、1 日単位の大気質予測には顕著な影響を与えないと予

測されている。その理由として、州の大気質予測では元々、微小粒子汚染レベルが 35μg/m3

に達した時に自主的に「橙コード」としており、この 35μg/m3という値は、EPA が 2006
年 9 月に改正した 1 日の健康基準値と同じであることが挙げられる。 
 
 今回の提案では、AQI 値「500」に相当する「健康に極めて有害」なレベルも策定され

ている。このレベルは、州が大気質の緊急期間の対応計画の策定に使用する。この計画で

は、影響を受ける可能性がある市民に情報提供するための施策と、有害な PM2.5 レベル

の原因となる可能性がある地域排出源からの排出量を低減させるための施策が策定される。

EPA は AQI の「500」レベルを設置する提案について、コメントを募集している。 
 

AQI は、市民に大気質を知らせるための EPA のカラーコード・ツールである。例えば、

AQI 値「50」は市民の健康にほとんど影響を与えない「良好」な大気質を示し、AQI 値「300」
以上は「有害」な大気質とされている。AQI の報告が要求されている都市は、人口 35 万

人以上の都市であるが、公衆衛生サービスで大気質予測を自主的に発表している都市が

300 以上ある。 
 
 EPA は官報で提案が発表されて以降 60 日間、コメントを募集する。2009 年 3 月 5 日

にはテキサス州インターコンチネンタル・ダラスホテルで公聴会を開催する。 
 
 さらに、EPA は今回の提案を議論するための追加の公式手段を提供するために、ブログ

を開設する。同ブログへのコメントは記録に残る公式コメントにはならないが、ブログ利

用者のためにブログ内に公式コメント提出用の簡易リンクが貼られる。このブログは 2009
年 3 月 2 日の週に開設予定であり、同じ週に公聴会も開かれる。今後 EPA はブログへの

参加方法とブログ開設の通知方法を市民に発表する。 
 

編集：NEDO 研究評価広報部、翻訳：大釜 みどり 
＜出典＞ 
・第１章本文：「EPA Makes Decision to Designate Areas Not Meeting Standards for Fine 

Particle Pollution」 http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/bd4379a92ceceeac8525735900
400c27/1036d3ae95185be285257527006c30fd!OpenDocument 

・第 2 章本文：「EPA Proposes Revisions to Air Quality Index for Particle Pollution」 
http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/bd4379a92ceceeac8525735900400c27/a12e62e0700
6a9a68525753f0066ed3d!OpenDocument 

・表1：「Timeline for Implementing the 24-hour PM2.5 Standard」
http://www.epa.gov/pmdesignations/2006standards/documents/2008-12-22/timeline.htm 

・図 1：「Map of 24-Hour PM2.5 Nonattainment Areas」 
http://www.epa.gov/pmdesignations/2006standards/documents/2008-12-22/map.htm 

・表 2、図 2：「FACT SHEET PROPOSED REVISIONS TO AIR QUALITY INDEX REPORTING 
  AND SIGNIFICANT HARM LEVEL FOR FINE PARTICULATE MATTER」 

http://www.epa.gov/pm/pdfs/20090115fs.pdf 
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【環境特集】水資源 
 

国連環境計画が世界の水資源の評価と問題点を発表（世界） 
 
昨年、国連環境計画(UNEP)からレポート「絵で見る世界の水環境問題(Vital Water 

Graphics)」が発行された。このレポートは、世界の水環境問題について分かりやすく説

明したものである。 
本稿では、その概要を紹介する。 

 
1. レポート「Vital Water Graphics」について 

 
国連環境計画(以下、UNEP)1は、過去 30 年間にわたり、世界の水資源の状態・使用・

管理の評価とモニタリングにおいて主導的役割を果たしてきた。UNEP はパートナーや連

携センター(collaborating centres)と共同で、全球規模で地球の水資源データの照合と分析

を行っている。 
 
 世界の水使用に関する総合データーベースを構築するための協力が行われているにもか

かわらず、利用できる情報には依然として隙間が多い。幾つかのプロジェクトとプログラ

ム（中でも、「海洋環境の陸上活動からの保護に関する世界行動計画(GPA/LBA)」、「地球

環境監視システム／水質監視計画(UNEP-GEMS/Water)」、および、その他の国連機関や

パートナーによる淡水／沿岸水／海水を扱ったプログラム）では、その隙間を埋めるため

の取組みが行われている。 
 
 今回のレポート「Vital Water Graphics」は、2002 年に発表されたレポートを 2008 年

に更新したものである。更新にあたっては、国際的な仏紙「ル・モンド・ディプロマティ

ーク」により提供された情報と研究から多大な貢献を受けた。同レポートの目標は、一連

の画像や地図、イラストを通して、世界の淡水／沿岸水／海水の現況について分かりやす

い概観を作成することである。またレポートでは、淡水／沿岸水／海水の使用・管理に関

する地域の主な問題と将来のシナリオの例を添えて、水資源が脅かされている状況の原因、

その影響についての説明も行われている。 
 
 このレポートの情報が、一般の方々が水問題をより深く理解するのに役立ち、また、水

の利用者と専門家が次世代のために水資源保全の意志決定を行う際の一助となることを期

待する。 
 
 このレポートは、UNEP の世界の水政策・水戦略の一環として、UNEP と連携センタ

ー「GRID-Arendal（ノルウェー）」により、共同出版された。 
                                                 
1 UNEP: United Nations Environment Programme 
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2. 概要 
 

 過去 20 年にわたる評価から、現在及び将来の水資源の傾向が割り出され、以下の事柄

が明らかとなった。 
 

1. 淡水資源は偏在しており、大部分は人間集団から離れた位置にある。世界 大の河川

流域の多くが、人口密度の低い地域にある。 
 

2. 世界で容易に利用できる淡水資源の約 90％を地下水が占めている。約 15 億人が飲み

水を地下水に依存している。 
 

3. 世界の水の総使用量の約 75％は農業用水として利用されている（主に農業水利）。約

20％は産業用水、残り 5％は家庭での利用である。 
 

4. 2025 年までに、3 人に 2 人が水ストレス地域 2に居住することになると予測される。

アフリカ単独では、2025 年までに 25 の国が水ストレスを経験すると予測される。現

在は、29 の国で 4 億 5,000 万人が水不足で苦しんでいる。 
 

5. 世界の多くの地域における主要な問題は、依然として清浄水の供給と衛生である。世

界人口の 20％は、安全な飲み水が手に入らない。約 11 億人は、整備された給水源を

利用できない。約 24 億人は、整備されたいかなる種類の衛生設備も利用できない。

毎年約 200万人が、地表水の糞便汚染による水系伝染病によって命を落としている（そ

の大部分は、5 才未満の子供）。人間の多種多様な活動も、沿岸海洋環境に影響を与え

ている。人口圧力(population pressure)、空間・資源の需要増加、及び、経済活動の

不振は全て、海洋・沿岸地域の持続可能な利用を衰退させる可能性がある。 
 
 これらの生態系の質と利用に影響を与えている深刻な問題には、生息地や生態系の変化

と破壊が含まれている。以下はその一例である。 
 
 ‐推定では、世界の約 50％の海岸が開発活動により脅威を受けている。幾つかの閉鎖海 

や半閉鎖海では深刻な富栄養化 3がみられる。推定では、海洋汚染の約 80％は、陸上で

の活動に由来するものである。 
 
 ‐海洋漁業は、殆どの地域で、漁獲量が過去よりも大幅に減少している。今後、世界の漁

                                                 
2 Water-stressed area：一人あたり年間 1,700m3以下の水資源の地域を水ストレス地域と定義（国

連）。 
3 富栄養化：湖沼や内湾などで、人間活動の影響（生活排水の流入等）により水中の栄養塩類（窒

素／リンの化合物など）の濃度が上昇する現象。富栄養化が進行すると、赤潮やアオコの発生、
水質障害、貧酸素化などによる水生生物の死滅が起こる。 
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獲量が大幅な増加をすることはないと予測される。これと対照的に、内水面 4 及び海面

での水産養殖は増加しており、現在の世界総漁獲量の 30％を占めている。 
 
 ‐気候変動の影響として、世界の海面の大幅な上昇も予測されている。これにより、標

高の低い幾つかの沿岸地域が完全に水没したり、それ以外の地域に住む人の被害も増加

するだろう。特に被害を受けやすいのは、海面上昇の影響と海洋生態系の変化の双方に

影響される、海洋資源への依存度が高い小島嶼（とうしょ）開発途上国(SIDS: Small 
Island Developing States)となるだろう。 

  
UNEP は、地域レベルや生態系レベルで現在と将来の問題を解決する手段として、様々

なイニシアティブによる管理手法（統合的水資源管理 (IWRM)5 や統合的沿岸管理(ICM)6

など）を用いた、統合的な資源管理を推進している。UNEP は、様々な評価活動を通して、

政策提言を推進するための 重要分野に取り組んでいる。 
 

編集・翻訳：NEDO 研究評価広報部 
出典：UNEP (2008), Vital Water Graphics - An Overview of the State of the World’s 
Fresh and Marine Waters. 2nd Edition. UNEP, Nairobi, Kenya. ISBN: 92-807-2236-0 

http://www.unep.org/dewa/vitalwater/index.html 
“About this report” 

http://www.unep.org/dewa/vitalwater/article1.html 
“Executive summary” 

http://www.unep.org/dewa/vitalwater/article186.html 
Copyright © 2008, United Nations Environment Programme. 
 
 

                                                 
4 内水面：湖沼、河川及び池などの、陸地内の水面。 
5 統合的水資源管理：Integrated Water Resource Management(IWRM) 
6 統合的沿岸管理：Integrated Coastal Management(ICM) 
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【環境特集】 物質分離技術  
 

環境および産業分野への応用が期待される水・油の分離膜(米国) 
 
パデュー大学（インディアナ州西ラファイエット）の材料工学研究者が、水と油を分離

するための新しいタイプの膜を開発した。この技術が完成すれば、環境浄化や浄水などの

ほか、産業用途にも広く利用できるようになる可能性がある。 
 
この膜は、水を引き付けながら油滴は撥（はじ）くという、本来矛盾する性質を同時に

生じさせることで油水を分離するもので、従来の油水分離フィルターよりも長持ちすると

いう。今回の研究では、開発した材料を研究室で一般的に使われるガラスフィルターに取

り付けて利用した。 
 

 
パデュー大学の材料工学研究者が油水を分離する

ために開発した新しいタイプの膜の上で、ヘキサ

デカンと呼ばれる油性物質が滴を形成している。

この新しい濾過技術が完成すれば、環境浄化や浄

水、産業用途などに広く利用できるようになる可

能性がある。今回の研究では、開発した材料を研

究室で一般的に使われるガラスフィルターに取り

付けて利用した。膜を取り付けたフィルター（写

真）は、水を引き付けながら油滴は撥くという、

本来矛盾する性質を同時に生じさせることで油水

を分離する。 
(Purdue School of Materials Engineering photo) 
 
 

 
「水の中に油が分散した状態の混合液をこのフィルターに通すと、98%の油を分離する

ことができる。」パデュー大学の材料工学助教授 Jeffrey Youngblood はこのように言う。

「これはかなりよい結果だといえる。ガラスフィルターだけでは油はそのまま通過してし

まうが、今回開発した材料をガラスフィルターに取り付ければ、ほぼすべての油がフィル

ターを通過できなくなる。」 
 
研究の詳細は、2008 年 10 月に Journal of Colloid and Interface Science 誌のオンライ

ン版に掲載された。Youngblood と材料工学の博士課程院生 John A. Howarter が共同で執

筆したこの論文は、同誌の印刷版にも掲載される予定である。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1038,  2009.2.12 
 

28 

今回の研究では、混合液をフィルターに通したときに、水に混ざっていたヘキサデカン

(hexadecane)と呼ばれる油性物質が膜の上に油滴となって残る様子が確認された。 
 
この膜は、テフロン様のフッ素官能基 1 を持つポリエチレングリコール(polyethylene 

glycol：PEG)と呼ばれる化合物材料の層でできている。水分子は、ポリエチレングリコー

ルに引き付けられてこのテフロン様の層を通過するが、油分子はこの層を通り抜けること

ができない。 
 
研究者らは、石油流出などのような環境浄化が必要とされる状況と同程度の濃度を持つ

油懸濁（けんだく）水を使って、この材料をテストした。 
 
「たとえば、石油流出によって汚染された水をこれらのフィルターに通して、油を除去

することができる。」Youngblood は言う。 
 
このようなフィルターはまた、流出した石油の除去以外にも、船底の汚水や油で汚染さ

れた廃水の浄化などにも利用することができる。 
 
さらにこの技術は、逆浸透膜と呼ばれる浄水技術にも適用できる可能性があるという。現

行の逆浸透膜技術では、「前処理フィルター」を使ってあらかじめ油を除去している。逆浸

透膜は油が付着すると使えなくなってしまうため、逆浸透膜に油が到達するのを防ぐために、

このような「油を凝集して除去するフィルター」が必要なのである。しかし、従来の油凝集

フィルターでは、水がシステムを通過するたびに油がフィルターに付着し、 終的には使え

なくなってしまうため、フィルターを定期的に交換しなければならない。 
 
今回開発された新しい技術では、油は濾過材には付着しないため、従来の凝集フィルタ

ーのような頻繁な交換は必要ない。この技術では、フィルターを交換する代わりに、工業

分野で一般的に利用されている「クロスフロー濾過(cross-flow filtration)2」という技術を

使うことによって、油滴を取り除くことができる。 
 
「水中に分散した油がフィルター表面に触れると、これらの油は凝集し、大きな滴を形

成する。水と油の混合液をフィルターに注ぎこむと、油はポリエチレングリコールの膜の

上に残り、クリームの層のようなものになる。」Youngblood はこのように言う。 
 
材料表面に付着した液体は、特定の曲率を持つ滴（しずく）を形成する。滴の曲率は、「接

                                                 
1 官能基：分子内に見られる原子団（原子の集まり）と呼ばれる特定の部分構造であり、その化合物の性質を左

右する。 
2 濾過する液体を膜面と平行に流れるように供給することにより、懸濁物質などが膜表面に堆積するのを防ぎ

ながら濾過する方法。 
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触角(contact angle)3」によって決まる。接触角が大きいほど、その材料は滴を形成しやすい。

つまり、接触角を充分に小さくすれば、滴の形成を防ぐことが可能になる。 
 
「この材料の表面では、油の接触角は非常に大きく、水の接触角は非常に小さくなる。

そのため、水はそのままフィルターを通過することができるが、滴となった油はフィルタ

ーを通り抜けることができない。」 
 
従来の手法と比べてこの技術が特に優れている点は、「ナノポーラス（ナノ多孔質）」フ

ィルターを使わずに油水を分離するということにある。フィルターの孔が極端に小さいと、

水を押し出すために大きな圧力が必要となり、その分エネルギーが消費される。 
 
「非常に小さな穴を通してものを押し出すには、大きな圧力が必要だ。穴が小さければ

小さいほど、より大きな圧力が必要になる。その意味で、ナノレベルの濾過装置よりも大

きな孔を持つマイクロレベルの濾過装置の方が好ましいといえる。」Youngblood は言う。 
 
今回開発された新材料の場合、孔の大きさは 10～174 ミクロンの範囲内にある。孔が比

較的大きいことから、強制的に力を加えなくても、油を含んだ水がフィルターを通過する

ことができる。 
 

「マイクロ濾過は通常、粒子の除去にしか利用できず、水に含まれた油を除去すること

はできない。マイクロレベルでは孔が大きすぎるため、油も通過してしまうのだ。」 
 
しかし、この新しい材料では、孔のサイズが大きいにもかかわらず、油を水から分離す

ることができる。 
 

この膜は両親媒性(amphophilic)と呼ばれる性質を持っており、個々の分子の中に、水を

引き付ける親水基と油脂を引き付ける親油基（疎水基）の両方が存在している。 
 
今後は、油の中に少量の水が含まれている溶液に対してもこのフィルターを利用するこ

とができるかどうかについて研究が進められる 4。商業生産向けの大量掘削によって採取

されたばかりの原油には、ある程度の水分が含まれている。そのため、このようなフィル

ターは、石油産業でも利用できるようになるかもしれない。また、ガラス製のフィルター

は商業用には適さないため、ガラスに代わる素材を見つける取り組みも進められる。 
 

                                                 
3 固体表面と、その固体に着滴した液体の間に形成される一定の角度のこと。接触角が小さい（接触面積が大

きい）場合には液体が固体を濡らしており、接触角が大きい（接触面積が小さい）場合には液体が固体に撥

かれているといえる。 
4 今回の研究では、水の中に少量の油が含まれている溶液が対象とされた。 
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「もっとも有力な候補は繊維ガラスだが、用途に適した性質を持つ新しいナイロンなど、

繊維ガラス以外の技術も視野に入れている」と Youngblood は言う。 
 
この技術は、現在、特許出願中である。 
 
また、この技術を使えば、面上での水滴形成を防ぐことが可能であることから、防曇ゴ

ーグルやセルフクリーニング（自浄）機能を持つメガネレンズの開発にも応用できる可能

性がある。今回と同じ研究者らが行った過去の研究では、表面をこの材料で被覆したガラ

スを使って、自浄・防曇を実現できることが確認されている。メガネとスキー用ゴーグル

は、自動車用フロントガラスと並んで有望な分野である。 
 

翻訳：桑原 未知子 
 

出典：New filtering technology has environmental, industrial applications 
http://news.uns.purdue.edu/x/2008b/081118YoungbloodFilter.html 
(© 2008 Purdue University. Used with Permission.) 
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【環境特集】ナノ毒物学 
 

潜在的有毒性を持つナノ物質の安全な処理方法（米国） 
－ カーボンナノチューブを天然酵素で生物分解 － 

 
 ピッツバーグ大学の研究者達は、カーボンナノチューブを無毒かつ自然な形で生物分解

する初の手法を開発した。カーボンナノチューブは電子機器からプラスチックまで、製品

に一般的に使用されている超高強度の物質である。今回の発見は、カーボンナノチューブ

の素晴らしい可能性を損なう環境・健康上の懸念の軽減に役立つ可能性がある。 
 
 ピッツバーグ大学の研究チームは、カーボンナノチューブを天然酵素の西洋ワサビペル

オキシダーゼ(HRP: horseradish peroxidase)にさらすと、分解されることを発見した。こ

の発見は、2008 年 10 月に「Nano Letters」に発表された論文 1で述べられている。（論

文の共著者は Alexander Star（ピッツバーグ大学総合学部、化学助教授）、および Valerian 
Kagan（同大学、公衆衛生学部・環境労働衛生学科の教授／副学科長）。）この研究結果

により、環境条件下および工業／研究室条件下において、西洋ワサビペルオキシダーゼや

他の酵素を利用して、放出されたカーボンナノチューブの処理を行える、安全で自然な手

法を開発する道が開かれた。 
 
 カーボンナノチューブは、グラファイト（黒鉛）を円筒状に丸めたもので厚さは炭素原

子一個分、人間の毛髪の 10 万分の一の大きさだが、鋼よりも強度が高い、電気と熱の優

れた伝導体である。「カーボンナノチューブは、プラスチックやセラミック、コンクリー

トの補強や、電子製品やエネルギー変換装置の導電、及び、高感度化学センサにも使用さ

れている」と Star は話す。（Star は、喘息発作の予兆である微量な一酸化窒素を検知す

る、カーボンナノチューブを用いた喘息発作の早期検知装置を作製した。2） 
 
 「様々な用途へのナノチューブの応用の広がりにより、その生産量は増加してきたが、

依然として毒性の問題は論議の的である」と Star は話す。「ナノチューブ生産中の事故

による流出は避けられない。ナノチューブをベースとした物質を大量に使用すれば、環境

汚染の増加につながる可能性がある。私達は、環境に悪影響を与えない条件下で、カーボ

ンナノチューブを無毒で分解できる手法を実証した。」 
 
 「私達のチームの研究では、グラファイト状の微細粉の原形を持つナノチューブに重点

を置いた」と Kagan は説明する。「この種のナノチューブは、研究室の実験で、深刻な

肺炎症を引き起こした。ナノチューブは、サイズは小さいが、何千個もの原子を含んでい

                                                 
1 http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl802315h?prevSearch=horseradish+peroxidase&searchH

istoryKey= 
2 参照： http://mac10.umc.pitt.edu/m/FMPro?-db=ma.fp5&-format=d.html&-lay=a&-sortfield=

date&-sortorder=descend&keywords=asthma&-max=50&-recid=37156&-find= 
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る。それらの原子の表面は人間の身体と未知の反応を起こす可能性がある」と Kagan は

話す。Kagan と Star は、開始 3 年目となるピッツバーグ大学のイニシアティブに参加し、

ナノ毒物学の調査を行っている。 
 
 「ナノ材料についての理解はまだ完全ではない。ナノチューブが産業界で使用されてい

るのは、強度が高く、半導体として使用できる独特の素材だからである。しかし、これら

のナノチューブの特性は未知の健康リスクを引き起こしていないだろうか？健康リスクに

ついては、ナノ毒物学の分野で研究が進められている」と Kagan は話す。「研究によっ

て、ナノチューブの潜在的危険性が明らかとなってきた。私達は、自然環境や労働環境を

汚染する可能性のあるこれらの微小物質を、安全に中和する手法を開発したかった。」 
 
 同研究チームは、カーボンナノチューブを分解するために、摂氏 4 度（華氏 39 度）で

12 週間、西洋ワサビペルオキシダーゼと低濃度の過酸化水素の混合溶液にカーボンナノチ

ューブをさらした。Kagan と Star は、「この手法が完全に開発されれば、現在の研究室

で化学洗浄を行うのと同じくらい容易にカーボンナノチューブを処理できる可能性があ

る」と述べている。  
 

翻訳：NEDO 研究評価広報部 
出典：http://www.news.pitt.edu/m/FMPro?-db=ma&-lay=a&-format=d.html&id=3552&
-Find 
 (Copyright© University of Pittsburgh, All rights reserved. Used with Permission.) 
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【環境特集】リサイクル 有害物質使用制限 
 

WEEE 指令、RoHS 指令の改正提案(EU) 
 
 本稿では、2008 年 12 月 3 日、欧州委員会が提案した「WEEE（電気・電子機器廃棄物）

指令」1、および「RoHS（電気・電子機器における特定有害物質の使用制限）指令」2 の

改正について、欧州委員会のニュースリリースを元に紹介する。 
 
1. WEEE 指令、RoHS 指令改正提案の目的 

 
電気・電子機器に関する法律の履行 3 および執行 4 を改善し、不必要な管理負担を軽減

することである。電気・電子機器の回収およびリサイクルに関する指令である WEEE 指

令と、電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令である RoHS 指令

は 2004 年から施行されているが、これらの指令にはさらなる改善・簡素化の余地があっ

た。 
今回の改正提案では、電気・電子機器の回収およびリサイクルに関して、より高いが柔

軟性のある目標を定めた。また、ほかの EU 法規との整合性の強化も取り入れた。 
 
2. WEEE 指令の改正提案 
 
2.1 現行 WEEE 指令の目的、その内容 

 
WEEE 指令の目的は、電気・電子機器廃棄物 (Waste Electric and Electronic 

Equipment：WEEE)の発生を抑制し、廃棄される WEEE の量を削減するために再使用（リ

ユース）、リサイクル、またその他の形態による再生利用を推進することである。同指令で

は、WEEE を回収(collection)し、再生(recovery)、再使用(reuse)、あるいはリサイクル

(recycling)することを求めている。 
 
WEEE 指令では、回収に対する要件と 低回収目標が定められており、一般家庭からの

WEEE の 低回収目標は、1 年間に住人一人当たり 4kg とされている。回収された機器の

処理方法としては、廃棄物ヒエラルキー(waste hierarchy)5 と呼ばれる原則に基づき、機

器全体の再使用がもっとも優先される。この指令ではまた、部品の再使用とリサイクルを

                                                 
1 Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (電気・電子機器廃棄物指令) 
2 Directive 2002/95/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and 

electronic equipment (電気・電子機器における特定有害物質の使用制限指令) 
3 法律に従い、企業や市民が行動すること。 
4 法律に従い、企業や市民が活動しているかを監視すること。また、違反があった場合に罰する、結果の統計

を取る、対策を行う等、法律の履行を推進すること。以上は当局の活動である。 
5 廃棄物処理方法の優先順位の原則であり、①発生抑制、②再使用、③リサイクル、④その他の再生処理(エネ

ルギー回収など)、⑤環境に配慮した方法での処分、の 5 段階に分かれている。 
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合計した 低目標と、再生利用に対する 低目標も定めている。WEEE 指令では、分別回

収されたすべての機器が、定められた要件（附属書 Annex II）に従って処理されることが

求められている。  
 この指令では、EC 条約の規定に従い、製造者責任の原則に基づいて、汚染者が費用を

負担することになっている。家庭用機器の製造者は、回収施設で行われる WEEE の回収、

処理、再生、あるいは環境に配慮した方法による処分に対して資金を提供する責任がある。

また、業務用設備の製造者も、WEEE の回収、処理、再生、および環境に配慮した方法に

よる処分にかかる費用を負担する責任がある。 
 

EU 加盟国は、製造者の一覧表を作成するとともに、自国内で販売、回収、再使用、リ

サイクル、再生された電気・電子機器の量および分類と、回収後に輸出された WEEE に

関する年ベースの情報を収集する必要がある。 
 
2.2 指令改正の提案理由 

 
WEEE 指令は 2003 年 2 月 13 日に発効したが、発効後の数年間で、さまざまな技術的、

法的、管理的問題が明らかになった。これらの問題により、市場関係者や管理者に想定外

の費用や負担がかかっていることから、同指令は、欧州委員会の進めている改訂・簡素化

計画の対象とされることになった。 
 
また、現状の回収率・リサイクル率では、環境や健康を保護するというこの指令への期

待が達成できないこともわかってきた。そのため、今回の提案では、回収と再生の目標を

改訂し、社会にもっとも役立つ水準に引き上げる。改訂の実施は、指令の中でも言及され

ている。強制力のある新しい回収目標を 2008 年 12 月 31 までに定めること、再生および

再使用／リサイクルの新しい目標を定めること（機器全体の再使用を含む）、また医療機器

に対する目標を定めることが、欧州委員会に求められている。 
 
2.3 注目すべき問題は？ 

 
WEEE のうち、法規に従って処理されたことが報告されているのは、全体の約三分の一

(33%)に過ぎない。残りは埋め立てに利用されたり(13%)、EU 内外で基準を満たさない方

法によって処理(54%)されている。また、EU 外への違法な輸出も依然として広く行われて

いる。 
 
回収された WEEE を材料として活用すれば、天然資源（原料）の節約にも役立つ。し

かし、これらの機器は、再生利用先としてもっとも相応しいこのような用途に利用される

ことなく、無駄にされている。回収された WEEE の中には、不適切に処理されて、EU 内

外（特に EU 外）で環境破壊および健康被害のリスクを引き起こしているものもある。 
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現行の指令では、その対象範囲が部分的に不明確であることから、競争に歪みが生じる

可能性があり、指令の履行が複雑で、管理の負担が大きくなっている。このような負担増

を引き起こしている具体的な原因は、製造者に対する登録・報告義務が一元化されていな

いことにある。 
 
2.4 変更の内容 
 
・製造者に対する登録と報告の義務を一元化し、国内の記録が EU 内でも有効になるよう

にする。つまり、加盟国のうちの一ヵ国で登録すれば、EU 内で自由に活動できるよう

になる。この提案が実現されれば、6,000 万ユーロの節減が期待できる。 
・指令の対象範囲および定義を明確にする。 
・現状では、1 年間に一人あたり 4kg という各国一律の回収目標が定められているが、こ

れを個々の加盟国の経済状況を考慮した目標設定に変更する。新しい回収目標は、過去

2 年間に販売された製品の平均重量の 65%とする。加盟国の多くはすでにこの基準を満

たしているが、基準にまだ達していない国に猶予を与えるため、この目標が拘束力を持

つのは 2016 年以降となる。 
・リサイクルと再使用を統合した社会的・環境的に実行可能な目標を定めて、再使用の妨

げとなっている問題を解決する。 
・医療機器に対して再生利用とリサイクル／再使用の目標を定めることにより、環境に対

する利益の強化と資源の節約を図る。  
・加盟国に対して 低限の検査要件を設けることにより、指令の執行を強化する。また、

WEEE の輸送に関しても 低限の監視要件を定める。 
・個別の回収にかかる費用を製造者が全額負担するよう、必要に応じ、各加盟国は促す。 
・環境に配慮した方法で WEEE を回収、処理、廃棄するためにかかる費用について、製

造者が消費者に対し、製品販売時に示すことができるようにする。これらの説明は、充

分な時間をかけて行われるべきであり、すべての設備が対象とされる。この提案は、持

続可能な消費と生産の原則に沿ったものであり、実現されれば、消費者が充分な説明を

受けた上で購買の選択をすることができるようになる。 
 
2.5 期待される改正の効果 
 
・環境保護の水準を保ちつつ、製造者にかかる管理負担を大幅に削減することができる。 
・履行が簡素化・改善されることにより、指令の実効性が強化される。  
・電気・電子機器の回収、処理、再生による環境への影響を減らし、社会にとってもっと

も有益な水準まで引き下げる。 
 
2.6 主な施策 
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2.6.1 製造者の登録および報告の一元化 
 
(a)提案内容 

国内で登録した製造者が EU 全域で活動できるように、製造者の登録と報告を一元化す

るための新しい条項を指令に加える。 
 
(b)提案理由 

現行の指令では、各製造者は、製品を販売しているすべての国で登録および報告を別個

に行う必要があり、管理に大きな負担がかかっている。欧州委員会は、WEEE 指令の履行

に伴う負担を減らすため、相互運用性のある登録制度を取り入れることにより、製造者に

対する登録と報告義務を一元化することを提案する。この提案が実現すれば、製造者は、

加盟国のうちの一ヵ国で登録することにより、EU 内で自由に活動できるようになる。 
 
登録と報告を一元化することによって節減できる費用の合計は、6,000 万ユーロ程度に

なると推計されている。 
 
2.6.2 対象範囲と定義の明確化 
 
(a)提案内容 
・現行 WEEE 指令の対象範囲を示す特定の附属書の内容を、EC 条約第 95 条に準拠する

RoHS 指令に反映させる。WEEE 指令は、対象範囲を RoHS 附属書から引用する形式

となり、WEEE 指令の対象となる 10 の製品分類の内容が RoHS 指令の附属書によって

規定される 6。 
・WEEE 指令の対象範囲から除外される機器を明確にする（例：据え付け型設備など）。 
・今後コミトロジー手続き 7を実施し、対象機器を家庭用(buisiness to consumer：B2C)
と業務用(business to business：B2B)に分ける。 

・WEEE 指令の記述を、廃棄物枠組み指令(Waste Framework Directive)と「Marketing of 
products package」と呼ばれる委員会決定8の内容に従って修正し、「除去(remove)」の

                                                 
6 WEEE の対象範囲は、①Large household appliances（大型家庭用電気製品）、②Small household appliances
（小型家庭用電気製品）、③IT and telecommunications equipment（IT および遠隔通信機器）、④Consumer 
equipment（民生用機器）、⑤Lighting equipment（照明器具）、⑥Electrical and electronic tools (with the 
exception of large-scale stationary industrial tools)（据え付け型の大型産業用工具を除く電動工具）、⑦

Toys, leisure and sports equipment（玩具、レジャーおよびスポーツ機器）、⑧Medical devices（医療機器）、

⑨Monitoring and control instruments including industrial monitoring and control instruments（産業機

器を含む監視・制御機器）、⑩Automatic dispensers（自動販売機類）、という 10 の製品群に分類されて

いる。現行 RoHS では⑧医療機器と⑨制御・監視機器が対象範囲に含まれていないが、提案 RoHS にはこれ

らも含まれる。 
7 欧州委員会が法令(規則や指令など)の実施措置を定める手続きであり、委員会の代表と各加盟国の代表によ

る会合で議論および採択が行われる。 
8 Commission decision 768/2008/EC on a common framework for the marketing of products 
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定義を追加する。 
 
(b)提案理由 
・WEEE 指令および RoHS 指令の対象範囲を明確にする。RoHS 指令の附属書で特定さ

れる 10 の製品群に含まれる機器はすべて、WEEE 指令の対象範囲に相当することにな

る。各加盟国は、EC 条約第 175 条に基づき、これらの 10 分類以外にも WEEE 指令の

対象とすることができる9。 
・WEEE 指令および RoHS 指令の対象範囲から除外される製品を特定する。これらの製

品は、現行 WEEE 指令ですでに対象範囲から除外されているか、あるいは欧州委員会

による WEEE に関する FAQ 文書（Frequently Asked Questions：よくある質問とそれ

に対する回答集）の中で、対象範囲外だと解釈されているものである。 
・対象機器を家庭用(B2C)と業務用(B2B)に分けることにより 製造者の経済的義務と組織

的義務を明確にし（これらの義務は、機器の分類あるいは製品ごとに異なる）、適切な義

務を果たさずに製品を販売する製造者の減少を目指す。 
・定義や内容を統一することにより、ほかの EU 法規との整合性を改善する。「除去

(remove)」という用語を明確に定義する。 
 
2.6.3 回収の対象 
 
(a)提案内容 

WEEE の回収率を、過去 2 年間に販売された電気・電子機器の年間平均量の 65%とす

る。2016 年以降、製造者は毎年、この回収率を実現しなければならない。この回収率は、

家庭用と業務用の両方の WEEE に対して適用される。 
 
特定の国内事情によりこれらの要件を満たすのが難しい加盟国に対しては、過渡的な措

置が適用される可能性がある。 
 
今回提案された回収率は、欧州政府と欧州理事会によって、2012 年に再度検討される予

定である。これは、今回の提案とともに公表された委員会の報告書に基づいて、冷却・冷

凍機器に対する回収目標が別個に設定される可能性があるためである。 
 
(b)提案理由 

電気・電子機器（EEE：Electrical and Electronic Equipment）市場、および WEEE
市場の状況が加盟国によって異なることから、各国の市場における電気・電子機器の流通

量に応じた回収目標の設定を提案する。現行の固定的な目標は、家庭からの WEEE が多

い加盟国にとっては充分に野心的な目標とはいえず、逆に WEEE の少ない新加盟国にと

っては高すぎる目標だといえる。 
                                                 
9 WEEE 指令は EC 条約第 175 条に準拠しており、RoHS 指令は同第 95 条に準拠している。 
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WEEE のうち、回収されて適切に処理されたことが報告されているものは、現状ではほ

んの一握りである（WEEE 指令付属書 Annex II）。回収された WEEE の多くは、基準を

満たさない処理設備に持ち込まれるか、違法に輸出されている。前年に市場で流通した電

気・電子機器の重量の 80%に相当する機器が、毎年、WEEE となっている。この 80%の

内訳は、適切に回収・処理されているものが 26%、再使用されているものが 2%、埋め立

てに利用されているものが 10%となっており、残り 42%は、個別に回収されているものの、

その後の行方は不明である。提案された回収目標は、WEEE の現在の推定回収量（68%：

26% +42%）に基づいて定められている。この目標は、回収された廃棄物が適切に処理、

リサイクルされ、正しく報告されることを目指すものであり、製造者にはこの目標を達成

する責任がある。 
 

この新しい目標は、業務用機器にも適用され、現状ではごく一部しか回収が報告されて

いない廃棄物の流れが、より適切に管理できるようになる。 
 
2.6.4 再利用およびリサイクルの目標 
 
(a)提案内容 
・リサイクルと再使用の目標の中に、回収した機器全体の再使用（機器をそっくりそのま

ま再使用すること）を含める。 
・目標を 5%引き上げる。 
・医療機器に対する再生およびリサイクル／再使用の目標を、監視および制御装置（10 の

分類のうちの第 9 製品群）に対する目標と同じ水準に定める。 
 
(b)提案理由 
・再使用／リサイクルの目標の中に機器全体の再使用を含めることにより、機器の再使用

を奨励し、環境に対してより大きな恩恵をもたらすことができる。 適な処理方法（再

使用あるいはリサイクル）を選ぶことができるという柔軟性はそのまま残される。これ

は、再使用の方が経済的、社会的に有益である可能性があるにもかかわらず、より高く

設定されたリサイクル目標を達成するために再使用が魅力のない選択肢となってしま

うような状況を避けるために役立つ。 
・回収された WEEE のうち、5%程度が機器全体の再使用に適していることから、全体の

目標を 5%引き上げる。 
・医療機器の再生、再使用およびリサイクルに対して目標を設定することにより、これら

の機器の高水準な回収利用を実現し、環境の保全に貢献できるようにする。 
 
2.6.5 加盟国に対する最低限の検査要件および監視要件 
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(a)提案内容 
・廃棄物の処理と運搬の管理に対して、加盟国の検査と監視を強化する。 
・WEEE の運搬に対して 低限の監視要件を定める。  
・コミトロジー手続きにより、検査と監視に関する附則を追加する。 
 
(b)提案理由 

WEEE 指令の要件に従って処理されていない WEEE が多数存在することなどから、指

令の履行に関する問題があることがわかっている。また、環境汚染の原因となる大量の電

気・電子機器廃棄物が発展途上国へ違法に輸送されており、現地住民の間に深刻な健康被

害を生じさせている。WEEE 指令の履行を徹底するため、欧州委員会は、同指令の執行を

強化することを提案する。 
 
2.6.6 製造者の責任および費用負担 
 
(a)提案内容 
各加盟国は、必要に応じて、家庭から出る WEEE の回収設備に対して製造者が資金を

提供するよう奨励すべきである。 
 
(b)提案理由 
・廃棄物に対して製造者が確実に責任を持ち、個別に回収された WEEE が基準を満たさ

ない処理施設に持ち込まれたり、違法に外国に運搬されたりすることを防ぐ。 
・製造者による費用負担を EU 全体で統一する。加盟国の中には、WEEE の回収にかかる

全費用を製造者に負担させることをすでに定めている国もある。 
・汚染者が費用を負担するという EC 条約の原則に従い、WEEE の回収費を納税者の負担

から、（製造者に負担させることを通して）消費者の負担に移行させる。 
・連帯的に責任を果たすことを選んだ製造者と、独自の解決策によって個別に責任を果た

すことを選んだ製造者の両方に、平等な条件を与える。 
 
 
詳しくは下記を参照： 
欧州委員会の廃電気・電子機器関連 web サイト 
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm 
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3. RoHS 指令の改正提案 
 
3.1 RoHS 指令とは？ 

 
RoHS 指令は、特定有害物質の電気・電子機器への使用を制限することを目的とした EU

指令であり、人々の健康を守るとともに、電気・電子機器廃棄物(Waste Electric and 
Electronic Equipment：WEEE)の環境に配慮した方法での再生や廃棄を可能にするため

に役立つ。 
 

2006 年 7 月、4 種類の重金属（鉛、カドミウム、水銀、六価クロム）と 2 種類の臭素化

難燃剤(PBB(ポリ臭化ビフェニル)、 PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル))の利用が禁止さ

れた。ただし、これらの物質に代わるものが科学的に、また技術的に実現可能になるまで

の間、利用方法によっては禁止が一時的に免除されているものもある。 
 
3.2 RoHS 指令の必要性 

 
電気・電子製品は多くの場合、開発サイクルが短い。これらの製品は大抵、多種多様な

材料や部品でできており、有害物質が含まれている場合もある。RoHS 指令は、このよう

な特定のリスクに対して作成された法律文書である。同指令は、製品の設計に直接影響を

与えるような材料の利用に対する制限を EU 全体で統一的に実施し、禁止物質を含まない

製品が EU 内で自由に販売されるように推進する。 
 
3.3 指令の対象となる製品 

 
大型・小型の家庭用電気製品、IT および遠隔通信機器、ラジオやテレビ、ビデオカメラ、

ハイファイシステムといった消費者向け商品など、RoHS 指令の対象となる電気を使用す

る製品は非常に幅広い。 
 
3.4 RoHS 指令はこれまでどのように機能してきたか 

 
RoHS 指令はこれまでに、何千トンもの禁止物質が廃棄されることを防いできた。これ

らの物質は、廃棄されれば環境に放出されていた可能性がある。また、部品や毒性に対す

る製造者の意識を高めることにより、電気・電子製品の設計に重要な変化をもたらした。

EU の主要な貿易相手国など、EU の例を倣って同様の法律を採り入れる国も出てきてい

る。RoHS 指令に準拠している製造者は、環境問題という地球規模の課題に対して、ほか

の製造者よりも備えができているといえる。 
 
各国の当局は、環境問題の原因になりやすい性質や、取引量、市場構造を持つ製品を中
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心に、非適合製品を特定して市場から排除するための協力関係を強化している。 
 
3.5 改正が必要な理由 

 
RoHS 指令の改正計画は、欧州委員会が規制環境の改善を目指して進めている総合的な

取り組みの一部であり、今回の改正提案は、同指令の履行、執行、整合性を改善すること

を目指したものである。また、医療機器と監視・制御機器を対象範囲に含めることや、制

限される物質の変更を一覧に反映させることなどに関して、現行の RoHS 指令にはさらに

見直しが必要である。 
 
履行されてから数年間の経験と、今回の改正提案に先立って行われた二度の大規模な関

係者会議により、指令の履行に関連した問題があることが明らかになった。これらの問題

には、指令の対象範囲に含まれるかどうか判断が難しい製品があることや、非適合製品が

多すぎること、また適合性評価の方法や市場監視の方法が加盟国によって違うことなどが

ある。また、RoHS 指令とその他の新しい政策や法律（たとえば化学物質に関するものな

ど）との間に混乱が生じる可能性があり、そのために不適切、あるいは非効率的に指令が

履行されるリスクが高くなっていた。 
 
3.6 改正提案の主な内容 
 
・対象範囲と定義を明確にするため、法律文を変更する。特に、RoHS 指令の対象範囲を

定義する、拘束力のある製品一覧表を作成する。 
・国内市場の監視活動および製品の適合性評価メカニズムに関する要件を定めた

「Marketing of products package」と呼ばれる委員会決定の中で利用されている、すべ

ての関連条項を導入する。 
・除外に関する手順を改訂する。たとえば、除外措置を受けるための新しい社会経済的な

基準や、除外要求の提出前に代替物の評価を実施するという申請者に対する要件などが

追加される。 
・医療機器と制御・監視機器を、段階的に RoHS 指令の対象範囲に組み込む。 
・新たな有害物質を特定し、必要に応じてそれらの使用を制限するための明確なメカニズ

ムを定める。このメカニズムを通し、化学物質に関するほかの EU 法規、および有害物

質一覧表から得られるすべて相乗効果を活用することを、緊急度の高い課題として検討

する。 
 
3.7 RoHS 指令とその改正が環境保全にもたらす利益 

 
新しい製品分類の追加は、環境の改善につながる。中長期的に見て、規制対象に追加さ

れた製品やそれらに由来する廃棄物の中から禁止物質が排除されることになる。さらに、
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適合性評価の手順が明確に定められ、国レベルで効率的な市場監視ができるようになれば、

非適合製品を市場から減らすことが可能になり、RoHS 指令による環境への恩恵は増大す

る。 
 
3.8 この改正により製造者やその他の事業者はどの程度の費用を負担することになるか 

 
医療機器や制御・監視機器の中には、複雑な構造で生産数も少ない、重要な用途に利用

されるものがあるが、このような製品の製造にはより費用がかかる場合が多い。しかし、

今回提案された対象製品への段階的な規制の導入と除外措置が実現されれば、これらの製

造に必要な現存資源や製品開発サイクルの枠組みに変化を生じさせることが可能になる。 
 
RoHS 指令の対象範囲や定義、製品適合性評価、市場監視に関する法的要件に、製品関

連のその他の EU 法規との整合性を持たせ、除外の適用に対する要件を統一し、除外の適

用期間を明確にすることができれば、指令の確実性は向上し、その結果、管理の負担が減

少することになる。 
 
欧州委員会は、「ささやかではあるかもしれないが、全体では純便益が発生するだろう」

と推定している。今回の提案が実現されれば、指令の明確化と、履行と執行の調和という

重要な累積効果が実現され、規制の改善に大きく役立つことになる。 
 
3.9 主な施策 
 
3.9.1 範囲と定義の明確化 
 
(a)提案内容 
・指令の対象範囲を定める 2 つの附属書が新しく追加された。1 つめには指令の対象とな

る製品分類全体が記載され、2 つめには各製品群に含まれる製品の、拘束力のある一覧

表が記載されている。 
・医療機器と監視・制御機器を、段階的に指令の対象範囲に含める。 
・事業者に対する定義を「Marketing of products package」に合わせて改訂する。たとえ

ば「医療機器(medical devices)」や「均質物質(homogeneous material)」などに対する

定義が新しく追加される。 
 

(b)提案理由 
・対象範囲を統一することにより、指令の履行状況が改善され、EU 内市場が適切に機能

するようになる。 
・有害物質の利用を減らし、環境および健康への利益を得るために、医療機器と制御・監

視機器を指令の対象に含める。ただし、社会・経済的な影響を避けるため、これらの導
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入は段階的に実施される。 
・欧州委員会の関連法規と整合性のある定義を使うことにより、法が明確になり、管理費

用を削減することができる。 
 

3.9.2 禁止物質 
 
(a)提案内容 
・現行の指令における禁止物質および 大濃度値の一覧を、コミトロジー手続きによって

修正するために附属書へ移動する。 
・禁止物質の一覧表には変更はないが、今後一覧表に含めることになる可能性のある 4 つ

の物質10を、優先性評価(priority assessment)の対象として特定する。 
・除外措置を受けて販売される製品に対し、不適合な予備部品を使用する許可を設ける。 
・新しく追加される製品群（医療機器と監視・制御機器）に対し、現在利用できる代替物

質がないために適用除外されるケースを明らかにした附属書を追加する。 
・新たな禁止物質を導入する REACH11の手法と合致したメカニズムを採り入れる。これ

により、化学物質関連の法律の下で行われている取り組みと整合性を持たせ、相乗効果

を 大化する。 
 
(b)提案理由 
・電気・電子装置に使用すると環境リスクを引き起こす可能性のある 4 種類の物質が明ら

かになった。これらの物質は、今後、禁止物質に追加されることになる可能性があるた

め、厳重な検査を実施する必要がある。 
・適用除外措置を受けて販売される装置が短期間で使用できなくなるといったことがない

ように、これらの機器の修理には、規制に適合しない予備部品であっても使用できるよ

うにする必要がある。 
・医療機器と制御・監視機器においても、現在、利用できる代替物質が存在しない場合に

は、適用除外される。 
 
3.9.3  適用除外のメカニズム 
 
(a)提案内容 
・適用除外項目は 4 年ごとに見直されることになっていたが、これを改訂し、4 年を上限

とした有効期限を定める。この有効期限は更新可能なものとする。 
・代替物質の有無やその信頼性、また社会経済的な影響などに関連した、適用除外措置に

                                                 
10 ①Hexabromocyclododecane(ヘキサブロモシクロドデカン)(HBCDD)、②Bis (2-ethylhexyl) phthalate(フ
タル酸ビス(2-エチルヘキシル))(DEHP)、③Butyl benzyl phthalate(フタル酸ブチルベンジル)(BBP)、④

Dibutyl phthalate(フタル酸ジブチル)(DBP)、の 4 つ。 
11 Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals. 

(化学物質の登録・評価・許可・制限に関する規則) 
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対する新しい基準を導入する。 
・適用除外の更新要求に対する欧州委員会の決定を保留している事業者に対して除外措置

の法的確実性を明確にするために、除外の要求に関する詳細な規則を定める権限を委員

会に与える。 
 
(b)提案理由 
・適用除外措置に 4 年を上限とした有効期間を設けることにより、REACH と同様に、代

替物質に対する取り組みが促進され、法的安全性が向上し、技術実証の責任が申請者に

課せられるようになる。 
・代替物質の有無やその信頼性など、適用除外措置を受けるための新しい基準を導入する

ことにより、社会経済的な側面がより幅広く加味されるようになる。 
 
3.9.4 製品適合性評価の要件および市場監視のメカニズム 
 
(a)提案内容 

条項 7～17 を新しく追加し、「Marketing of product package」と整合性のある製品適

合性評価要件および市場監視のメカニズムを導入する。 
 

(b)提案理由 
・市場監視を強化・統一して不適合な製品を減少させることにより、費用効率の高い方法

で、環境上の利益を増大させることができる。 
・適合性評価要件が統一されれば、法的な確実性が向上し、加盟国や製造者の負担となる

管理費用が削減される。 
 
 
詳しくは下記を参照： 
欧州委員会の廃電気・電子機器関連 web サイト 
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm  
 

編集：久我 健二郎、翻訳：桑原 未知子 
 
出典： 
Environment: Commission proposes revised laws on recycling and use of hazardous 
substances in electrical and electronic equipment 
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1878&format=HTML
&aged=0&language=EN&guiLanguage=en) 
 
Questions and answers on the revised directive on waste electrical and electronic 
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equipment (WEEE) 
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/764&format=HT
ML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en) 
 
Questions and answers on the revised directive on restrictions of certain dangerous 
substances in electrical and electronic equipment (RoHS) 
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/763&format=HT
ML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en) 
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【環境特集】リサイクル 
 

家電メーカー、小売店が家電製品リサイクルを推進(米国) 
 

Plug-In to eCycling に参加しているパートナー企業は、電化製品のさまざまなリサイク

ルプログラムを展開しており、2008 年には 6,650 万ポンド（＝約 3 万トン 1）以上の使用

済み電化製品が回収・リサイクルされた。これは、前年と比較して 30%近い伸びである。

Plug-In To eCycling は、米国環境保護庁(EPA)が主要家電メーカーや販売店とパートナー

シップを組んで進めているリサイクル活動であり、使用済みの電化製品を消費者が寄付あ

るいはリサイクルしやすい環境作りを行っている。 
 
「Plug-In to eCycling のパートナー企業は、消費者の環境保護活動への参加を後押しす

るためのさまざまなプログラムを展開している。」EPA 固体廃棄物・緊急対応局(Office of 
Solid Waste and Emergency Response)のSusan Bodine長官補佐は言う。「近年消費者の

間では、使用済みの電化製品をリサイクルすることによって、自分の責任を果たそうとい

う意識が高まっている。そのようなタイミングの中で、これらのプログラムが急速に成長

するさまを見るのは刺激的だ。」 
 
電化製品のリサイクルは、資源の節約に役立つだけでなく、新しい原料を加工するため

に必要なエネルギーの節約にもつながる。Plug-In のパートナー企業による取り組みの結

果、2008 年には、自動車約 15,500 台の年間排出量に相当する温室効果ガスの排出を抑制

できた。 
 

各パートナー企業は、家庭用電化製品の再利用やリサイクルを進めるために、使用済み

製品の店舗での回収のほか、郵送を使ったリサイクルプログラムやオンライン下取りの実

施、また各地での製品回収イベントの開催など、さまざまな方法を取り入れている。 
 

2008 年に新しく導入された主要なプログラムと、同年新たに形成されたパートナーシッ

プには、次のようなものがある。 
 
・Dell 社と Staples 社が、無料リサイクルプログラムを開始した。米国内にある Staples
社のすべての店舗で、Dell 社製のコンピュータ関連機器が、量や種類を問わず無料で回

収される。 
 
・Best Buy 社が、特定種類の家電製品に対し、店舗での無料引き取りサービスを試験的に

導入した。このプログラムは現在、同社の 134 の店舗で実施されている。 
 
                                                 
1 1 ポンド=約 450 グラム 
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・ソニーと Waste Management(WM)社 2のパートナーシップが強化され、米国内にある

160 ヵ所以上の WM の回収センターで、テレビなどを含むソニー製品が無料で回収・リ

サイクルされるようになった。 
 
・韓国 LG Electronics 社の米国子会社である LG Electronics USA 社もまた、WM 社と

新たにパートナー関係を結び、LG Electronics、Zenith3、Goldstar3の 3 ブランドの製

品を対象とした無料リサイクルサービスを開始した。 
 
・韓国 Samsung Electronics 社の米国子会社である Samsung Electronics America 社が、

使用済み家電製品を回収・リサイクルする Samsung Recycling Direct プログラムを開始

した。同プログラムは、同社が米国内に設置した 170 ヵ所以上の回収センターで実施さ

れている。Samsung 社はまた Walmart 社 4 とパートナー関係を結んでおり、Walmart
社が以前自社ブランドとして販売していた Durabrand と Ilo の電化製品も、Samsung 社

の回収センターで無料で回収・リサイクル可能である。 
 
・パナソニック、シャープ、東芝の米国子会社が合同で設立したリサイクル会社である

Electronics Manufacturers Recycling Management Company 社 が 、 Goodwill 
Industries of Central Texas とパートナー関係を結び、試験的なテレビの回収・リサイ

クルプログラムを開始した。 
 
・東芝が、特定種類の家庭用電化製品を対象とした無料オンライン回収サービスを開始し

た。このサービスでは、ブランドを問わずに使用済み家電製品が回収される。 
 
・Plug-In to eCycling の活動に参加しているすべての通信事業者と携帯電話メーカーにお

いて、携帯電話その他の使用済み移動通信機器の、店舗での回収、あるいは郵送による

回収・リサイクルが可能になった。 
 

2003 年に Plug-In to eCycling の活動が開始されて以来、同活動のパートナー企業によ

り、2 億ポンド（約 9 万トン）を超える量の家電製品がリサイクルされている。 
 
Plug-In to eCycling に関する詳細情報およびパートナー企業の一覧は以下を参照： 
http://www.epa.gov/plugin/ 
 

翻訳：桑原 未知子 

                                                 
2 米国のリサイクル業者。 
3 LG Electronics 社に買収された米国のテレビメーカー。 
3 LG Electronics 社の旧名称。 
4 米国の大手小売業者。 
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出典：Manufacturers, Retailers Boost Consumer Electronics Recycling 

http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/d0cf6618525a9efb85257359003fb69d/
905eb1efa355253885257538005817c6!OpenDocument 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1038,  2009.2.12 
 

49 

【個別特集】固形バイオマス 
 

固形バイオマス・バロメータ 2008 年（EU） 
－EU の 2007 年生産量は 66.4Mtoe1に－ 

 
 欧州連合(EU)27 ヵ国の固形バイオマス由来一次エネルギーの生産量の伸びは、2007 年

に鈍化した。第 1 回目の入手可能な推計によれば、域内生産量は約 66.4Mtoe で 2006 年

対比わずか 0.7 Mtoe の増加であった。この鈍化は 2007 年の例外的な気象条件で説明でき

るものの、その一方で EU 加盟国間での差異も大きく、必ずしも同じ現実を反映している

わけではない。 
 
 2007 年に原油価格が高騰したにも拘わらず、固形バイオマス由来エネルギーの消費は劇

的には増加しなかった。固形バイオマス由来一次エネルギーの生産量は 2006 年対比でせ

いぜい 1％の伸び（+660ktoe）に留まった（表 1）。2007 年に加盟したルーマニアとブル

ガリアを除いた 25 ヵ国の生産量の伸びは 2006 年には 4.1％（2.4Mtoe の増加）であった。 
 
 
表 1 EU における固形バイオマス由来の一次エネルギー＊生産量(Mtoe) 

国名 2006 2007* 国名 2006 2007* 

フランス** 9.495 9.234 ギリシャ 0.931 1.052 

ドイツ 8.528 9.112 ブルガリア 0.769 0.800 

スウェーデン 8.332 8.441 英国 0.791 0.784 

フィンランド 7.481 7.141 リトアニア 0.759 0.732 

ポーランド 4.588 4.550 エストニア 0.598 0.695 

スペイン 4.206 4.206 ベルギー 0.447 0.527 

オーストリア 3.622 3.548 オランダ 0.556 0.520 

ルーマニア 3.235 3.279 スロバキア 0.404 0.454 

ポルトガル 2.731 2.790 スロベニア 0.449 0.429 

イタリア 1.919 2.030 アイルランド 0.181 0.171 

チェコ共和国 1.716 1.782 ルクセンブルク 0.015 0.015 

ラトビア 1.592 1.538 キプロス 0.007 0.007 

デンマーク 1.289 1.441 EU 全体 65.698 66.358 

ハンガリー 1.058 1.079  
*輸出入は除く。   
**海外県を含まない。2007 年の海外県の一次エネルギー生産量は 196Ktoe（サトウキビの絞りかす
であるバガスのみ）であった。                                  出典：EurObserv’ER 2008 

                                                 
1 toe=石油換算トン、Mtoe=石油換算百万トン 
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北欧諸国はより多く使用 
 マルタを除いたすべての EU 加盟国には、エネルギー使用目的の固形バイオマス部門が

ある。主な生産国は、理論的には領土が も広く、森林面積が も大きい北欧の国々であ

る。5 つの主要生産国（フランス、スウェーデン、ドイツ、フィンランドおよびポーラン

ド）で、固形バイオマス由来一次エネルギーの生産量の 58％を占める。 
 
 一人当たりの生産量を見ると、固形バイオマスエネルギーに対する各国の実際の取り組

み具合がより良くわかる（図 1）。この指標は、主要な使用国が北欧諸国（スカンジナビア

諸国およびバルト海沿岸諸国）であることを示している。その中でもフィンランドは第 1
位で（人口一人当たり 1.353toe）、スウェーデン（0.926toe）、ラトビア（0.674toe）、エス

トニア（0.518toe）と続く。上位 2 ヵ国が群を抜いているといえる。この指標を用いると

フランスは 12 位（0.146toe）、ドイツは 14 位（0.111toe）である。 
 
 
 

フィンランド
スウェーデン

ラトビア
エストニア

オーストリア
デンマーク

ポルトガル
リトアニア
スロベニア

チェコ共和国
ルーマニア
フランス**

ポーランド
ドイツ

ハンガリー
ブルガリア
スペイン
ギリシャ

スロバキア
ベルギー

アイルランド
イタリア

ルクセンブルク
オランダ

英国
キプロス
EU 全体

図 1 EU における一人当たりの固形バイオマス由来一次エネルギー生産量 
（2007 年＊、Toe/人） 
*推計 **海外県を含まない。          出典：EurObserv’ER 2008 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1038,  2009.2.12 
 

51 

電力は 4.4％の伸び 
 EU における固形バイオマスからの電力は、大部分が製材および木材パルプ（紙および

板紙）産業が保有する発電所で生産される。この産業の企業は大規模 CHP（コジェネ。熱

電併給）発電所向けに自らの廃棄物（黒液、木質廃棄物、樹皮およびおがくず）の価格を

内部的に設定している。これらの発電所はバイオマスだけでも、あるいは他の燃料と混ぜ

て使用することもできる。こうした発電所は、工業プロセスで必要な電気、熱および蒸気

を同時に生産することができるだけでなく、余剰電力を電気事業者に販売し、近隣の街の

暖房網に熱を供給することもできる。 
 
 過去数年、インセンティブシステム（保証された固定価格買取制度 2、入札手続きの要

請、およびグリーン認証 3）の導入により発電所が新規に建設された。こうした新規の発

電所は、わら、木質ペレット、穀物残渣、木くずや木質廃棄物など、かなり多様な燃料を

使用し、バイオマス燃料を確実に供給できるように、通常は工場の敷地と結びつけて建設

される。 
 
 2 年にわたる力強い成長の後（2004-2005 年は+11.4%、2005-2006 年は+13%）、固形バ

イオマス由来の電力の伸びは 2007 年に失速した（2006 年対比 4.4%の伸び、すなわち

2.1TWh4 の増加）（表 2）。この失速は、10TWh というベンチマークを下回ったフィンラ

ンドでの生産量減少（－728GWh5）、英国での生産量減少（－12.2%、－405GWh）、およ

びドイツでの成長鈍化（2006 年対比わずか＋2.3%、＋165GWh）が原因である。これと

は対照的に、2007 年にスウェーデンでは成長が維持され、増加分は 1TWh を超えた

（1.035TWh 、2006 年対比＋13.8%）。ポーランド（＋27.5%、＋509GWh）、オーストリ

ア（＋13.1%、＋335GWh）およびチェコ共和国（＋32.4%、＋237GWh）でも、良好な

成長が見られた。CHP システムは、引き続き固形バイオマスから発電する際に使われる主

要な技術であり、2007 年の固形バイオマスによる総発電量の 3/4(76.8%)を占めている。 
 
暖冬により固形バイオマスの成長は減速 

 2007 年の欧州は、約 100 年前に信頼できる方法による気象の記録が始まってから

も暖かい冬を経験した。フランスでは、冬の 3 ヵ月の気温は 1950 年以降 も高く

なっており、平年のこの時期に比べて 2.1℃高かった。このために木質エネルギー消

費の成長は、地域暖房網の点でも、家庭での木材暖房器具使用の点でも減速した。

従って、このバロメータに示されている数字をより良く理解するためには、この情

報に留意する必要がある。 

                                                 
2 再生可能エネルギー源によって生産された電力を一定の価格で全量買い取ることを送電事業者に

義務付けた制度。feed-in tariff(FIT)システムとも呼ばれる。 
3 再生可能エネルギー源によって発電を行う業者に対して与えられる認証。 
4 TWh（テラワットアワー）＝1 兆 Wh＝10 億 kWh 
5 GWh（ギガワットアワー）＝10 億 Wh ＝100 万 kWh 
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表 2 EU における固形バイオマス由来の総発電量(TWh) 
国名   2006     2007*   
 発電所 CHP 施設 総発電量 発電所 CHP 施設 総発電量 
フィンランド 1.532 9.007 10.538 1.164 8.647 9.811
スウェーデン 0.000 7.503 7.503 0.000 8.538 8.538
ドイツ 0.000 7.225 7.225 0.000 7.390 7.390
英国 3.324 0.000 3.324 2.920 0.000 2.920
オーストリア 1.020 1.533 2.554 1.154 1.734 2.888
イタリア 1.513 0.979 2.492 1.666 0.815 2.482
ポーランド 0.000 1.851 1.851 0.000 2.360 2.360
オランダ 0.699 1.141 1.840 0.735 1.235 1.970
デンマーク 0.000 1.778 1.778 0.000 1.829 1.829
ベルギー 1.079 0.327 1.406 1.287 0.513 1.799
スペイン 0.275 1.298 1.573 0.272 1.281 1.553
ポルトガル 0.078 1.302 1.380 0.166 1.366 1.532
フランス** 0.444 0.806 1.250 0.568 0.822 1.390
ハンガリー 1.106 0.027 1.133 1.119 0.028 1.147
チェコ共和国 0.288 0.443 0.731 0.372 0.596 0.968
スロバキア 0.000 0.367 0.367 0.000 0.436 0.436
スロベニア 0.002 0.074 0.076 0.000 0.063 0.063
リトアニア 0.000 0.019 0.019 0.000 0.048 0.048
エストニア 0.000 0.025 0.025 0.000 0.025 0.025
アイルランド 0.000 0.008 0.008 0.000 0.013 0.013
ラトビア 0.000 0.006 0.006 0.000 0.005 0.005
ルーマニア 0.000 0.004 0.004 0.000 0.004 0.004
EU 全体 11.361 35.724 47.085 11.423 37.748 49.171

*推計  
**海外県を含まない。2007 年の海外県における生産量は 541GWh(2006 年は 463GWh)であった。        

出典：EurObserv’ER 2008 
 
熱の販売は減少 
 表 3 に記載されている熱の生産量は、熱生産施設および CHP 発電所で生産された熱の

販売だけを示している。従って、バイオマスの主要な用途である家庭用暖房器具の使用に

関連するバイオマスの使用は除外されている。入手可能なデータが揃っていないため、EU
全加盟国について記載されているわけではないので、この表の数字を使う際には注意され

たい。 
 
この分類における主要国は、地域の暖房網が発達した国々、たとえばスカンジナビア諸

国、ドイツおよびオーストリアである。固形バイオマス由来の熱の販売量は、2007 年に全

体として減少した（前ページの囲み記事参照）。それでも CHP 開発のインセンティブが効

果的であったドイツでは、良好な成長を保った。 
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表 3 EU における固形バイオマス由来の熱総生産量*（商業ベース、Mtoe） 
  2006     2007**   

国名 
熱生産施設 CHP 施設 総生産量 熱生産施設 CHP 施設 総生産量

スウェーデン 0.891 1.331 2.222 0.762 1.350 2.112
フィンランド 0.201 1.146 1.347 1.032 0.160 1.192
デンマーク 0.263 0.206 0.469 0.245 0.221 0.466
オーストリア 0.228 0.159 0.387 0.208 0.145 0.353
ドイツ 0.082 0.105 0.187 0.198 0.116 0.314
リトアニア 0.121 0.012 0.133 0.112 0.023 0.135
ラトビア 0.097 0.009 0.106 0.094 0.008 0.102
ポーランド 0.033 0.041 0.074 0.031 0.063 0.095
スロバキア 0.022 0.013 0.035 0.027 0.015 0.042
オランダ 0.000 0.027 0.027 0.000 0.035 0.035
ブルガリア 0.001 0.000 0.001 0.031 0.000 0.031
ハンガリー 0.005 0.006 0.011 0.006 0.006 0.012
スロベニア 0.006 0.003 0.008 0.004 0.004 0.008
EU 全体 1.950 3.508 5.008 2.749 2.146 4.896

*熱生産施設または CHP 施設において商業目的で生産されたもの。**推計  
注意：入手可能なデータが揃わないため、すべての加盟国について記載されているわけではない。       
                                出典：EurObserv’ER 2008 
  
 
主要生産国の動向 
1)フィンランドは気候の影響を受け減産 
 フィンランドにおける固形バイオマス由来一次エネルギーの生産量減少（2006 年対比で

－340ktoe）は、温暖な気候条件の影響を直接受けた結果である。同国のエネルギー産業

の数字は、暖房網への新規接続が記録的な増加であったにも拘わらず、様々な地域暖房網

への販売（暖房市場でのシェア 48％）が 2007 年に 3％減少した（平年対比－8%）ことを

示している。同じ情報源によれば、暖房網や CHP プラントで使用される木質燃料および

木質廃棄物のシェアは 2006 年と同じであり、2007 年に 470 万 toe のうちの 11%が消費さ

れたことになる。同国の 120万世帯、合計 250万人は地域の暖房網を通じて暖房している。

しかし、この生産後退は、フィンランドのバイオエネルギーの推進に悪影響を与えていな

い。この政策の主要な要素である二酸化炭素(CO2)税（熱の生産にバイオマスを利用した

場合には免税される）が、2008 年 1 月 1 日から 13％引き上げられ、CO2 排出 1 トン当た

り 20 ユーロ（炭素 1 トン当たり 75 ユーロ）になった。この「炭素税」のレベルは化石燃

料に含まれる炭素量に基づいて設定されている。 
 
固形バイオマスからの発電支援システムは 2006 年に見直された。2007 年以降は、木質
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チップからの発電のみが生産助成金を受けられるようになり(0.69€c6/kWh)、木材や黒液か

らの発電はもはや助成金の対象ではなくなった。 
 
2)粉砕産業がスウェーデンの成長を支える 
 スウェーデンで固形バイオマス由来一次エネルギー生産の成長率が緩やかであった理由

も、予想不能な気候条件によって説明できる。生産の低成長は、粉砕産業の活動の増加に

よるものである。黒液の生産量は 2006 年対比で 123ktoe 増加したが、2007 年に増加した

エネルギー生産総量は 109ktoe であった。固形バイオマス由来エネルギー(電力)の生産は、

生産支援を受けられるという利点のために、2006 年対比で 13.8%(+1,035GWh)の増加で

あった。 
 
 フィンランド同様スウェーデンも、固形バイオマス由来エネルギーの使用では免税され

るという二酸化炭素税を通じて、再生可能な熱の生産を間接的に支援している。2007 年の

税額は、CO2排出 1kg 当たりおよそ 0.95 スウェーデンクローナ(SEK)、1 トン当たり 92
ユーロで、世界で も高い炭素税となっている。 
 
 スウェーデンはまた、再生可能な発電と、特に固形バイオマスを原料とする発電所を増

やそうとしている。2007 年 1 月 1 日以降、これらの発電所は新たなグリーン認証システ

ムから恩恵を受けている。その目的は、再生可能な発電量のレベルを2002年対比で17TWh
増やすことである。2002 年の生産レベルは 70.3TWh で、その 90％は水力発電であった。

2007 年の結果は、このシステムを導入した法律に掲げられた目標を下回るものであった。 
 
 同法律は、2007 年の再生可能な発電量を 2002 年対比で 8.96TWh 増産することを目標

としていたが、実際にはわずか 6.76TWh の増産であった。目標を達成できなかった理由

の一部は、CHP プラントの建設が計画通りに進まなかったからである。別の理由としては、

新しい生産ユニットの始動日時を正確に知ることが困難である点が挙げられる。しかし、

2007 年 4 月に 225 スウェーデンクローナ(SEK) (22.34 ユーロ) であったグリーン認証の

価格が 2008 年 4 月には約 350 SEK(34.76 ユーロ)へと急上昇したため、再び新規生産ユ

ニットの建設へと動き始めた。 
 
 スウェーデンバイオエネルギー協会(SVEBIO)は、新規の CHP ユニットの建設に今後 5
年で 440 億 SEK(44 億ユーロ)が投資されると予想している。これらのプロジェクトの中

で注目すべきは、Södertälje 市に新しく建設される Igelsta バイオマス CHP プラントであ

る。2010 年初頭の操業開始を予定しているこの発電所は 500GWh を発電し、1,250GWh
の熱を地域の暖房網に供給することになっている。 
 
3)フランスの生産量は再び低下 
                                                 
6 100€c(セントユーロ)＝１€c 
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 フランスはまもなく、固形バイオマス生産第 1 位という地位を失うであろう。DGEC（エ

ネルギーおよび気候総局）は、2007 年の固形バイオマス由来一次エネルギーの生産量は

2006 年対比で 261ktoe 減少したと推定している。これは第 2 位のドイツの生産量と非常

に近いものになっている。生産量の減少は、気候の影響を受けて木材エネルギーの消費量

が居住地区や第三次産業で減少したためである。第 1 回目のバイオマス入札要請を通じて

建設された新ユニットのおかげで、生産は産業部門では若干上昇した。 
 
 DGEC はまた、家計の消費に関するデータ（これだけで 700 万 toe）は CEREN（エネ

ルギーに関する経済研究調査センター）によって実行された住宅調査と同程度にまで、更

に大きく下方修正されるだろうと指摘している。 
 
 しかしこの減少は、薪暖房に対する関心の低下を意味するものではない。2005 年に導入

された税還付（個人が暖房器具の価格の 50％の還付を受けられるようになった）により、

薪暖房器具の市場が大いに活性化された。 
 
 過去 3 年間、およそ 1,373,720 台の暖房器具（薪式暖炉、閉鎖式暖炉 7、ストーブおよ

びボイラー）が販売された（2005 年には 409,735 台、2006 年には 529,129 台、2007 年

には 434,856 台）。この税制策の目的は、既存の器具から高熱効率の器具への買い換えを

促進することである。この政策はまた、エネルギー効率が良い器具が増加したことにより、

家計による薪の消費量減少という効果ももたらした。 
  
 2008 年以降は、薪暖房器具に対する税還付は、燃焼効率が 70％以上（自動供給ボイラ

ーでは 75％）の器具だけに適用される（2007 年は 65％以上）。集合住宅用および業務用

ボイラー室設置は順調に増加している（仏環境・エネルギー管理庁(ADEME)が主導した、

2007－2010 年の新プログラムの中で、2007 年に始まった 546 の薪燃焼ボイラー室（容量

合計が 232MW）の設置は留意すべきことである）。フランスはまた、入札を通じて CHP
プラントを開発するという目標を掲げた。2006 年 12 月 9 日付けの EU 官報で公募した 2
度目の入札の結果、政府は、平均電力販売価格€128/MWh、総容量 314MWe8 になる 22
のプロジェクトを選考した。 
 
 プロジェクトの実施場所のほとんどは、産業区域に位置している。蒸留酒製造所(1 件)、
ペレット工場(3 件)、温室栽培業者(1 件)、バイオ燃料サイト(7 件)、化学あるいは採掘サイ

ト(3 件)、製紙工場(4 件)、酪農場(1 件)、および製材業者(1 件)である。更に、1 件は地域

暖房網に熱を供給することになっている。バイオマスに使用される資源は様々である。葡

                                                 
7 薪式暖炉(inserts)は「薪を直接くべる」方式、つまり室内の空気で燃焼させる方式。閉鎖式暖炉

(closed-hearth fireplace)は、燃焼部分が閉鎖されていて、室外の空気で燃焼させ、室内には輻射
熱だけが供給される方式。 

8 MWe: megawatt electrical（メガワットエレクトリカル）。ワットエレクトリカルは電力の出力
単位。 
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萄の絞りかすは年間 6 万トン、製紙業界での副産物および残渣は年間 71 万トン、倒木の

残骸や木質チップは年間 100 万トン、藁やふすまは年間 80 万トン以上、多様な木材、粉

末状になったもの、およびバーク（樹皮）は年間約 25 万トン、エネルギー作物は年間約 5
万トン（これとともにバイオガスは年間 2,100 万 m3）である。 
 
 第 1 回入札の枠組みの中で着手されるこれらの新規プロジェクトのみならず、新たな発

電所は 400MW 以上の容量がある。設置予定のものも計算に入れると、バイオマスからの

発電能力は 2010 年にはおおよそ 700MWe になると考えられる。 
 
4)ドイツは 9Mtoe のベンチマークを達成 
 上述のように、ドイツでの固形バイオマス由来エネルギーの生産量の良好な成長は、

2007年には若干後退した（2006年対比で＋6.8%、2005年から 2006年にかけては+10%）。

生産の増加はしっかりしており、2006 年対比で＋0.6Mtoe となっている。ドイツは 9Mtoe
のベンチマークを達成し、フランスの生産レベルに匹敵するまでになった。 
 
 この生産増加分は、熱の生産、特に家庭での薪の使用が大きく貢献している。木材ペレ

ットを使用する暖房システムの需要は昨年同様には増加しなかった（販売台数は 2007 年

には 13,000 台、2006 年には 26,000 台）が、ドイツでの設置数は 83,000 台近辺になった。 
  
 過去２年にわたり見られた電力生産の強い伸びは、2007 年に足踏み状態となった（2006
年対比で＋2.3%）。この減速の理由は、需要増加による固形バイオマス燃料の価格高騰で

ある。 
 
ここ数年、バイオマス由来エネルギーの生産量の伸びは、EEG 法 9を通じた固定価格買

取制度というインセンティブの導入により良好であった。この EEG 法は、小規模な CHP
プラントや効率的な技術を利用した CHP プラント（ORC-Organic Rankine Cycle10発電

所およびガス化プロセス）を優遇するものである。 
 
 2009 年から暖房にも固定価格買取制度が適用されれば、これまで以上に固形バイオマス

エネルギーの成長に寄与すると見られる。2008 年 6 月 6 日に連邦議会は、暖房分野での

再生可能エネルギーの促進に関する法律を採択した。2009 年 1 月 1 日に発効するこの法

律は、新築建物の所有者に、暖房需要の一部を再生可能エネルギーで賄うことを義務づけ

                                                 
9 バイオマス暖房分野(EEWärmeG)を対象とした法律で、小規模森林所有者の保有森林をくまなく

利用して、短期輪作が可能な雑木林のようなエネルギー作物の開発を進めることが目的である。
（参照：固形バイオマス・バロメータ 2007 年（EU）、NEDO 海外レポート 1017 号、p.22、  
(http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1017/1017-03.pdf)） 

10 Rankine Cycle：蒸気エンジンの標準循環過程の１つ。断熱変化二つと等圧変化二つからなる。
Clausius Cycle ともいう。(引用：動き出したドイツの地熱発電計画、NEDO海外レポート947
号、p.19、(http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/947/947-05.pdf)) 
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ている。 
 

同法は、太陽エネルギー、バイオマス、地熱エネルギーおよび外気熱(ambient air heat)11

を再生可能エネルギーとして認めている。どの程度の使用義務を負うかは、建物で利用す

る再生可能エネルギーの種類による。太陽エネルギーは 15％、バイオガスは 30％、その

他は 50％である。その他の再生可能エネルギーの中で、バイオマス燃料（薪、ペレット、

木質チップなど）は、大気質規制を遵守した高効率ボイラーでのみ使用することができる。 
 
建物の所有者が望めば、複数の異なるエネルギー源を一緒に使用することができる。こ

うすることで、太陽熱集熱器は木材ペレット燃焼ボイラーによって補うことができるので

ある。EEG 法は、義務を課すだけのものではなく、 長 2012 年まで毎年 5 億ユーロ投入

することによって、再生可能エネルギー市場の発展プログラムを強化することも目指して

いる。 
 
 
固形バイオマス部門には多様な産業が集結 
 
定義するのが困難な産業：スウェーデンの例 
 固形バイオマス産業の売上高と雇用者数を確定するのは難しい。エネルギー使用に も

多くのバイオマスを利用している国であるスウェーデンの例は、その点で非常に興味深い。 
 
 350 のバイオマス企業を代表するスウェーデンバイオエネルギー協会は、固形バイオマ

ス分野の産業を正確に定義することがまず必要であるとの認識を示した。つまり、ボイラ

ーの製造会社、設置業者、販売会社および調査コンサルタント会社の数に加えて、固形バ

イオマスの利用者（地域暖房網、発電所、およびバイオマスから熱と電気を生産する CHP
発電所の事業者）も含めるのか、ということである。問題は、固形バイオマス産業という

ものはそれ自体として存在しておらず、むしろ林業、ボイラー製造業者、農業など異なる

産業に属する企業や専門家がグループを形成しているのが実情なのである。それぞれの業

種における固形バイオマスに関連した活動の比率を測るのは複雑で、必然的に大雑把にな

らざるを得ない。 
 
 スウェーデンにおけるバイオエネルギーの使用は、今日ではおよそ 120TWh で、そのう

ち約 100TWh は丸太、製材産業の副産物（樹皮、おがくず、木くず）、リサイクルされた

木材、黒液等といった木材由来の燃料である。エネルギー価格が 0.2SEK/kWh であると仮

定すると、木材由来分のバイオエネルギーの総額は 200 億 SEK（20 億ユーロ）になると

                                                 
11 ヒートポンプ（エアコン）を使って暖房する場合など、室内より外気のほうが低温であっても外

気自体が持っている熱エネルギーを集めて室内に送る。こうした場合の外気熱についてはドイ

ツでは再生可能エネルギーとして認められている。 
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推定される。ボイラー室(30TWh)、集合住宅用および業務用の CHP プラント(10TWh)、
および木材ペレット産業(8TWh)でのバイオマスのエネルギー変換も加えれば、およそ

0.3SEK/kWh、すなわち 150 億 SEK（15 億ユーロ）が追加される。工業プロセスで生産

された熱、電気あるいは木材ペレットという形態での固形バイオマスエネルギーの平均価

格は、0.5SEK/kWh、すなわち総額で 350 億 SEK（35 億ユーロ）となる。 
 
 施設の建設、エネルギーの販売および調査に関連した売上高を推定するのも非常に困難

である。地域の暖房網や製材産業の CHP ユニットへの投資は、今後 5 年で 440 億 SEK（44
億ユーロ）、すなわち毎年平均して 88 億 SEK（8 億 7,100 万ユーロ）になると見られてい

る。小規模ボイラー室への投資（年間 10 億 SEK、9,900 万ユーロ）、個人の暖房器具購入

（年間 10 億 SEK）、木材ペレットへの投資（5 億 SEK、4 億 9,500 万ユーロ）および製材

やロジスティクスの調査に関連した投資（20 億 SEK、1 億 9,800 万ユーロ）も加えなけ

ればならない。固形バイオマスが鉄道によって次第に長距離輸送されるようになったため、

ロジスティクスの調査部門は現在急成長中である。これは、スウェーデンの北部に大規模

な生産圏が存在する一方で、南部および中部の大都市近郊で CHP ユニットが続々と建設

されているからである。列車の格納や出庫ができる新ターミナルを備えた鉄道インフラが

整備されつつある。 
 
 これらを基に、スウェーデンバイオエネルギー協会(SVEBIO)は、固形バイオマス産業

の総売上は 480 億 SEK（約 50 億ユーロ）、創出された雇用者数は 20,000～25,000 である

と推定している。この推計は、1TWh の生産がおよそ 300 名の雇用を生み出すという、数

年前に実施されたスウェーデンの調査に基づいている。ただしこの推計は、ほんのわずか

な雇用しか生み出さない黒液のエネルギーの使用を計算に入れていない。また、現在進行

中の新規生産インフラの建設に関連した雇用も計算外である。 
 
住宅向けボイラー市場にとっては不利な状況 
 欧州のボイラー製造産業は非常に多岐にわたっている。異なる市場（一般家庭向け、第

三次産業向け、集合住宅向け、および工業用）に対応して、異なる容量範囲（幅）に特化

した非常に数多くの製造会社が存在している。 
 
 家庭用および第三次産業用については、ボイラーの生産活動は数年拡大した後、2007
年に目に見えて減速した。その理由は、様々である。今年(2008 年)も持続した 2007 年か

らの経済状況の悪化により、消費者が支出を控えたことが暖房器具販売不振の一般的な理

由である。別の好ましくない要因としては、2006 年および 2007 年に欧州で暖冬であった

ことが、設備の買い換え市場に不利に働いた。燃料の消費量が少なかったことから、消費

者はより高性能で経済的な器具を購入する必要性を感じなかったと考えられる。また、過

去数年にわたり、バイオマス燃料の価格が著しく上昇したことから、木材燃料が も経済

的な燃料であったとしても、他の燃料に対する比較優位性を失ったことも市場が停滞した
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理由である。 
 
 市場の停滞は、全般的な現象である。後述する 2 社や、表 4 に示した家庭用暖房器具製

造会社の活動の縮小は、市場の減速を示すものであるが、マーケットシェアの落ち込みを

意味するものではない。 
 
 

表 4 欧州の主要ボイラーメーカー（2007 年） 
企業名 国名 製品の種類 出力幅 売上高* 従業員数

Ökofen 
Heiztechnik  

オースト
リア 

家庭・小企業用ボイラ
ー・バーナー 8-224kWth 17 115

Wärtsila 
Biopower Oy 

フィンラ
ンド 

コジェネ発電所 3-25MWth/ n.a. 100

    2-11MWe   

KWM Energi スウェー
デン 

コジェネ発電所 10-25MWth/ 32 45

   2-7MWe  

HDG Bavaria ドイツ 家庭・小企業用 
ボイラー・バーナー 4.5-400kWth n.a 185

Hotab スウェー
デン 

ターンキー12熱プラン
ト・ボイラー 

95kWth - 
16MWth 14 50

Järnforsen スウェー
デン 

ターンキー熱プラン
ト・ボイラー 

200kWth - 
20MWth 20 n.a

ETA Heiztechnik  オースト
リア 

家庭・小企業用 
ボイラー・バーナー 

7.7-200 
kWth 23 85

Compte-R フランス 自治体・工業用 
ボイラー・バーナー 

250 kWth - 
8 MWth 16.5 65

Weiss France フランス 自治体・工業用 
ボイラー・バーナー 1.5-45 MWth 12.1 42

*百万€                                   出典：EurObserv’ER 2008 

 
 
オーストリア企業の ETA 社の販売量は 12,000 ユニットから 4,500 ユニットへと 1/3 に

激減した。同社は、ペレット燃焼ボイラー(7.7～200kWth13)、丸太燃焼ボイラー(15～
60kWth)、木質チップ燃焼ボイラー(19.9～200kWth)の生産に特化した企業である。同社

の売上げは 5,500 万ユーロから 2,300 万ユーロへと減少し、2004 年に記録した 2,650 万ユ

ーロを下回った。製品の 85％を輸出している同社は、海外でのシェアを拡大すべく努力し

ている。この目標のため、同社はフランス法人の子会社をアルザス地方の Eschbach に設

立し、年間の生産能力を 18,000 ユニットへ拡大した。 

                                                 
12 プラント等の建設工事において、請負事業者が設計、施工、設備機械の調達や据え付け、試運転、

取扱説明等の教育、保証責任まで、すべてを一括して受注して完成させ、発注者がプラントのキ
ーを受け取って回せば(turn the key)、直ちに使用することができる状態で物件を引き渡す契約の
こと。 

13 Wth(Watt thermal)：ワットサーマル。熱出力の単位。 
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 ペレット燃焼ボイラー(8～224kWth)の生産に特化した別のオーストリア企業である

Ökofen 社の推移も同様である。業務用ボイラーの生産量は 2006 年から 2007 年にかけて

7,000 ユニットから 3,000 ユニットへ減少し、これに伴い売上高も 3,700 万ユーロから

1,700 万ユーロへと減少した。 
 
 2007 年の中容量および高容量のボイラー市場の状況は、これより若干良好だった。欧州

連合(EU)の様々な加盟国による確約により、この市場区分では、特に集合住宅向けおよび

大規模エネルギー供給会社のための新規建設プログラムに沿い、持続的に成長することが

できた。過去に木材や製材企業が関わっていた業務用ボイラー市場は、賢明な方法で市場

を拡大した。 
 
 スカンジナビア諸国、ドイツ、オーストリア、スイス、およびフランスの製造会社が、

この市場をリードしている。これら企業の中でもスウェーデンの Järnforsen 社は、スカ

ンジナビア市場で確固たる地位を築いている。容量範囲 200kWth～20MWth のボイラー

を提供するこの企業は、2007 年にスウェーデン（11 ヵ所）とノルウェー（3 ヵ所）のバ

イオマス発電所に、総容量 72.5MWth のボイラーを供給した。 
 
主要なスウェーデン企業の中で、Hotab 社も注目に値する。同社は、95kWth～16MWth

の容量のボイラーを発電所に供給し、2007 年の売上高は 1,400 万ユーロであった。 
 
 フランスの製造会社 Compte-R 社（容量範囲 250kWth～8MWth のボイラーを提供）の

活動も、欧州市場の発展を示している。フランス市場で 50％のシェアを占め、欧州の市場

に輸出しているこの企業は、2005 年以降持続的に売上げを拡大してきた。2007 年の売上

げは 1,650 万ユーロ、純利益は 150 万ユーロである。（2006 年の売上げは 1,140 万ユーロ、

純利益は 727,000 ユーロ）。 
 
 フランス市場における同社の主要な競争相手は Weiss France 社で、あらゆるタイプの

バイオマスに対処できる出力範囲 1.5～45MWth の自動ボイラー室の設計、製造および設

置を行っている。同社の売上げは 2007 年に 1,210 万ユーロ（2006 年は 800 万ユーロ）と

大幅に増加した。2007 年には新規委託を 10 件受け、総出力 35.4MWth となり、今年(2008
年)は新規委託を 13 件受けて、総出力 54.9MWth になる見通しである。 
 
 他にも注目に値する企業がある。スカンジナビアの建設業者もバイオマス CHP 市場に

特化している。このケースに当てはまるのは、フィンランドの企業 Wärtsila Biopower Oy
社である。同社は広範な「バイオパワー」タイプの発電所に、電力容量 2～11MWe、熱容

量 3～25 MWth のボイラーを提供している。この企業は、2007 年の 3 ヵ所に対して今年

は 8 ヵ所の発電所に提供する予定で、そのうちの 6 ヵ所はバイオマス CHP 市場が急速に
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拡大しているドイツ、1 ヵ所はベルギー、1 ヵ所はチェコ共和国向けである。2009 年には

あと 3 ヵ所（2 ヵ所は英国、1 基はベラルーシ）に提供する予定である。 
 
 Wärtsila 社の競争相手は、2007 年に 3,200 万ユーロを売上げたスウェーデンの製造会

社 KMW 社で、2～7MWe の電力容量、10～25 MWth の熱容量を持つ CHP プラントを建

設する。 
 
 
2010 年には消費量 73Mtoe か？ 

2007 年に固形バイオマスからのエネルギー生産が減速したのは、主として欧州における

例外的に温暖な気候によるものである。他の減速要因は、バイオマス燃料生産の成長率に

短期的には影響を及ぼすと考えられる。2008 年 9 月に勃発した金融危機は、固形バイオ

マスのインフラ（CHP プラント、ボイラー室等）整備への投資の遅れにつながりつつある。

この危機は、すでに資金調達が済んだ、あるいはすでに建設が始まった発電所の完成を阻

害するものではないが、数多くのプロジェクトの実現を遅らせるであろう。もし、化石燃

料の価格下落が今後も続くのであれば、それも懸念材料となる。大多数の発電所は複数エ

ネルギータイプ（ガス、石炭、泥炭、バイオマス、重油）であり、事業者は価格を考慮し

て燃料を選択する。2008 年 7 月に石油価格が 1 バレル 147.3 ドルという記録的なレベル

に達した後に、11 月末には 55 ドル以下へ急激に下落したことで、化石燃料への回帰が懸

念されるのである。 後に、2008 年に激化した経済危機は、製材および木材パルプ産業に

大きな打撃を与えた。この減少は、これらの産業がエネルギー資源として価格を設定して

いた木材廃棄物の生産に直接的な影響を与えつつある。 
 
 しかし、この危機的状況によって固形バイオマスエネルギーの成長が削がれてはならな

い。この数年で表明された、あるいは導入された具体的な政治的確約（固定価格買取制度、

グリーン認証、入札の要請、二酸化炭素税等）により、固形バイオマスエネルギーの消費

に新たな弾みが着いたのである。実現途上にある数多くのプロジェクトは、熱生産になる

か電力生産になるかはともかくとして、このエネルギーの新たな販路と見通しを確保する

であろう。 
 
 これらの様々な進化に関連した不確実性は、予測作業を著しく困難なものにしている。

これらの異なる要素、現在の成長、および専門家による推計を考慮し、EurOberv’ER は

2010 年の固形バイオマスエネルギーの消費量は 73.2Mtoe になると予測している（EU 域

外からの純輸入も含む）。もしバイオガス、再生可能な都市廃棄物、およびバイオ燃料に関

する 新のバロメータ14に掲げられた予測を含めると、すべてのバイオマスの一次消費に

                                                 
14 NEDO 海外レポートに掲載された次の各バロメータを参照のこと。 
・バイオ燃料バロメータ 2008 年(EU)：NEDO 海外レポート 1026 号、p5 

  (http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1026/1026-02.pdf) 
・バイオガス・バロメータ 2008 年(EU)：NEDO 海外レポート 1035 号、p1 
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関する予測は 105.8Mtoe となる（図 2）。 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
このシナリオは、2005 年に欧州委員会によって設定されたバイオマス行動計画の目標に

沿ったものではない。この欧州委員会の計画では、2010 年もしくはその直後（遅くとも

2012 年）に、すべての形態を合計したバイオマスの消費を 149Mtoe（電気 55Mtoe、熱

75Mtoe、および運輸 19Mtoe）にできることになっている。 
  
 AEBIOM（欧州バイオマス協会）は 2020 年の消費シナリオを 220 Mtoe（25 Mtoe の

輸入を含む）に設定した。その内訳は、熱 120Mtoe、電気 60Mtoe、および運輸 40Mtoe
である。同協会によれば、この予測は、それまでに再生可能エネルギーの比率を 20％にす

るという将来の欧州指令の目標に沿ったものとのことである。 
  

                                                                                                                                                 
(http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1035/1035-01.pdf) 

・再生可能な都市固形廃棄物エネルギー・バロメータ(EU)：NEDO 海外レポート 1035 号、p16  
(http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1035/1035-02.pdf) 

バイオマス行動計画 

バイオ燃料 

バイオガス 

再生可能な 
都市固形廃棄物 

固形バイオマス 

2006    2007    2010    2010 
 (予測)   (シナリオ） 

 
EurObserv’ER の 2010 年の予測は、バイオマス行動計画の目標に匹敵する固形バイオ
マス一次エネルギー消費の指標であり、EU の純輸入分を含む。一方、2006 年および
2007 年の固形バイオマス一次エネルギー生産の数値は純輸入分を含まない。 
 
図 2 現在の傾向とバイオマス行動計画の目標の比較(Mtoe) 

出典：EurObserv’ER 2008 
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そのレベルの消費に達するためには、資源の管理および輸入という点で相当努力しなけ

ればならない。今後 13 年で、およそ 134Mtoe を追加的に消費しなければならないからで

ある。もし我々の 2010年の予測（105.8Mtoe）が当たるとすると、（2020年までに 220Mtoe 
というAEBIOM の目標達成までに）その後 10年でまだ 114.2Mtoeの達成が必要となり、

終目標まで半分以上を残すことになるのである。 
 
出典: DGEC (France), SCB (Sweden), AGEE Stat (Germany), ENEA (Italy), Statistics 

Finland, IDAE (Spain), Statistics Austria, AIE, DGGE (Portugal), Ministry of 
Industry and Trade of Czeck republic, Central Statistical Bureau of Latvia, 
ENS (Denmark), CBS Statistics Netherlands, Energy Centre (Hungary), CRES 
(Greece), BERR (United Kingdom), Ministry of Economic Affairs and 
Communications of Estonia, Statistical office of the Republic of Slovenia, 
Central Statistical Bureau (Latvia), Région wallonne, Région Bruxelles 
capitale, Flemish energy agency, VITO (Belgium), SEI (Ireland), Ministère de 
l’économie et du commerce extérieur du Luxembourg, Malta Resources 
Authority, Ministry of Environment and Sustainable Development (Romania), 
National Statistical Institute (Bulgaria), GUS (Poland). 

 
フランスの Observ’ER（Observatoire des énergies renouvelables：再生可能エネルギー

観測所） が作成した刊行物を許可の基に翻訳・掲載した。この刊行物は「EurObserv’ER 
プロジェクト」の成果であり、その詳細は下記のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

翻訳：吉野 晴美 
 
出典：66.4 MTOE OF SOLID BIOMASS PRODUCED IN THE EUROPEAN UNION IN 2007 

(http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/stat_baro/observ/baro188.pdf) 

 

This barometer was prepared by Observ’ER in the scope of the “EurObserv’ER” Project 
which groups together Observ’ER, Eurec Agency, Erec, Jozef Stefan Institute, Eufores, with 
the financial support of the Ademe and DG Tren (“Intelligent Energy-Europe” programme), 
and published by Systèmes Solaires – Le Journal des Énergies Renouvelables. The sole 
responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not represent 
the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible 
for any use that may be made of the information contained therein. 
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2007 年＊の固形バイオマスからのエネルギー生産量 

＊推計 
＊＊フランス海外県は含まない 

固形バイオマスからの一次エネルギー生産量(Mtoe) 

固形バイオマスからの総発電量(TWh) 

出典：EurObserv’ER 2008 
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【エネルギー】再生可能エネルギー 
 

オバマ新大統領、再生可能エネルギーの大幅な利用拡大を要請（米国） 
 

 2009 年 1 月 20 日、バラク・オバマ新大統領は宣誓を行った。就任演説の中でオバマ大

統領は、エネルギー安全保障と気候変動という二つの課題を達成するために、再生可能エ

ネルギーの利用拡大を求めた。オバマ大統領は、「私達のエネルギーの使用方法が敵を強

大にし、地球を脅かしていることが日々明らかとなっている」ことに言及し、近い将来を

見据えて、米国は国全体で「太陽と風そして大地のエネルギーを利用して、車両にエネル

ギーを与え工場を稼動させていく」と演説で述べた。米国大統領の就任演説で、国のエネ

ルギー使用方法や再生可能資源、気候変動に対して言及が行われたのは初めてである。オ

バマ大統領は、演説の後半で気候変動の課題に話を戻し、「私達は古くからの友好国やか

つての敵対国とともに、地球温暖化の脅威を縮小するために不断の努力を行う」と宣言し

た。過去の全ての大統領の就任演説は「American Presidency Project」のウェブサイト 1

を参照されたい 2（オバマ大統領の就任演説 3を含む）。 

  

 ホワイトハウスのウェブサイトは、オバマ大統領が宣誓で述べた内容に沿ってリニュー

アルされている。トップページでは、オバマ大統領のアジェンダ（重要な政治課題）の中

に、新たに「エネルギーと環境」が挙げられている。オバマ大統領の「New Energy for 
America（米国の新エネルギー）」計画では、クリーンエネルギーの未来を構築する民間

の取組みを刺激するために、今後 10 年間で 1,500 億ドルの連邦政府投資を行うことを指

示している。特に、2012 年までに全米の電力の 10％を再生可能エネルギーで供給し、2025
年までに 25％に上昇させることを求めている。また、年間 100 万世帯に耐候化

(weatherization)4を支援するなどの、全米におけるエネルギー効率向上も求めている。そ

の他、経済全体に及ぶキャップ・アンド・トレード制度により、2050 年までに温室効果ガ

ス排出量の 80％削減の達成を目指す。この目標の達成を支援するために、車両から排出さ

れる二酸化炭素量を削減させる国家規格の制定と共に、プラグイン・ハイブリッド車を

2015 年までに 100 万台導入する計画である。この導入目標の達成を支援するために、先

進的車両の購入者に対して新たに 7,000 ドルの税額控除が行われる。オバマ大統領の「New 
Energy for America」計画 5についての詳細は、ホワイトハウスのウェブサイトで参照さ

れたい。 

                                                 
1 同サイトは、カリフォルニア大学サンタ・バーバラ校により立ち上げられた。 
2 http://www.presidency.ucsb.edu/inaugurals.php 
3 http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=44 
4 住宅外の太陽光や風雨、気温・湿度などの様々な気候条件から建築物を保護し、建物のエネルギ

ー消費量削減・エネルギー効率の 適化を行うこと。 
5 アジェンダ「ENERGY AND THE ENVIRONMENT」詳細: 

http://www.whitehouse.gov/agenda/energy_and_environment/ 
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. 

 大統領の就任演説後、米国上院も迅速に行動している。上院は、指名されたエネルギー

長官 Steven Chu、農務長官 Tom Vilsack、内務長官 Ken Salazar を、短期間で承認した。

内務省のプレスリリース 6 では、Salazar 内務長官が、エネルギー生産には連邦政府所有

地が重要であると述べ、21 世紀のクリーンエネルギー経済の構築支援を約束している。

Salazar 長官は、オバマ大統領のエネルギー命令を、エネルギー自立のための「ムーンシ

ョット(moon shot)7」と呼んでいる。Harry Reid 民主党上院院内総務による承認の発表も

参照されたい 8。 
 

翻訳：大釜 みどり 
出典：http://apps1.eere.energy.gov/news/news_detail.cfm/news_id=12194 

                                                 
6 http://www.doi.gov/news/09_News_Releases/012009.html 
7 語の従来の意味は、「月へのロケット打ち上げ」などを意味するが、ここでは、「難しくコスト

のかかる任務であるが、その成果は重要な意義をもたらす見込みがあるもの」を指していると考
えられる。 

8 http://democrats.senate.gov/newsroom/record.cfm?id=306928 
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【エネルギー】集光型太陽熱発電 パラボラ・トラフ   

 

新集光型太陽熱発電技術は費用も効率も重視（米国） 

  

 それはびっくりハウスの巨大鏡のように見える。しかし、サウステーブルマウンテンの

頂上にあるその新しい大規模な皿（=集光器）は、集光型太陽熱発電をより手頃な価格に

し、電力事業者とその顧客にとって魅力あるものにする、再生可能エネルギーにとっての

解決策になるかもしれない。 
 
 今後数ヵ月、国立再生可能エネルギー研究所(NREL)のエンジニアたちは、SkyTrough
（鏡張りのガラスではなく、光り輝く反射性の膜を塗工した、革新的なパラボラ・トラフ

（放物型のボウル））の性能をテストすることになる。 
 

NREL は、先進的なソーラー技術や他の再生可能エネルギーのデザインに対する 先端

のテストおよび性能分析を提供している。 
 
 SkyTrough は SkyFuel 社 1（アルバカーキに本拠地を置く製造会社で、コロラド州アル

バダにある NREL の近くに研究施設を持つ）によって開発された。 
 
 同集光器は、軽量でガラスが使用されて

おらず、フィルム製の鏡面 ReflecTech®2の

下にシートメタルを敷き詰めた作りになっ

ている。 
 
 この反射性が非常に高い、銀の金属化フ

ィルムは、これまで使用されてきた割れる

ガラスの鏡面より、軽くて値段も安い。そ

のフィルムは、NREL と ReflecTech™との

共同発明で、NREL から独占的にライセン

スを供与されている。光沢のある積層フィ

ルムは、内部に純銀の層を持つポリマーフ

ィルム数層からできている。これにより、

非常によく反射すると同時に、銀層が酸化

するのを防ぐのである。 
 
 商業用のものでは、SkyTrough の長さは 375 フィート、高さは 20 フィートにもなる。

                                                 
1 http://www.skyfuel.com/index_main.html 
2 http://www.reflectechsolar.com/ 

 

NREL の上級エンジニア Keith Gawlik 氏と、
コロラド大学大学院生の Kathleen Stynes 氏は、
今後数ヶ月にわたり、サウステーブルマウンテ
ンの頂上で新しい SkyTrough パラボラ・トラフ
のデザインをテストする。Gawlik 氏は、トラフ
の反射性が非常に高いメタル膜のサンプルを
手にしている。シートメタルは重いガラスの鏡
面に取って代わる。 

Credit: Pat Corkery 
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1 つの SkyTrough で、125 軒分の電力を十分にまかなうことができる。このテスト用モデ

ルは、より小型ではあるが、同じ技術を使用している。 
 
 「これは、これまでに使用されたいかなるパラボラ・トラフ型デザインとも異なります。

私たちの新しい施設は、集光器の光学効率をテストすることを目的としているのです。こ

れは SkyFuel 社ではできません。」と NREL の Keith Gawlik 上級エンジニアは述べる。 
 
パラボラ・トラフシステムの稼働方法 
 パラボラ・トラフシステムは、長い U 字型の鏡を介して太陽のエネルギーを集める。鏡

は太陽の方に傾けられており、トラフの中央に設置されている真空管に太陽光が当たるよ

う調整されている。 
 
 真空管には、集められた太陽光を吸収する熱伝導油が入っており、摂氏 400度に達する。

熱せられた油は、通常の蒸気発生器（ボイラー）で水を沸騰させて、発電する。 
 
 太陽が地平線を移動するにつれ、トラフ

は追跡用モーターで軸を回転させて、太陽

の軌道を追いかける。こうすることで、一

日中システムの性能が 大になるように、

集光器を太陽の方に向け続けることができ

るのである。 
 
SkyTrough は NREL でテスト 
 SkyTrough 自体は、NREL の Large 
Payload Solar Tracker3に設置されている。

同追跡機は、２軸追跡に必要な集光器の部

品を支えている。また、 大 9,000 ポンド

（約 4 トン）の垂直方向の重量に耐えられ、

1 ミリラジアン 4 の精度で太陽を追跡する

ことができる。 
 

NREL のテストの主眼は、SkyTrough
の光学性能の有効性を確認することにある。集光型太陽熱発電(concentrating solar 

                                                 
3 NREL が 近購入した、大積載容量の多目的太陽追跡機で、太陽の仰角（垂直方向）や方位角（水

平方向）の追跡に必要な部品や素材のテストを支援する。（参照：‘Large Payload Solar 
Tracker,’NREL (http://www.nrel.gov/csp/lab_capabilities.html#tracker)） 

4 ラジアンは角度の単位で、弧の長さが半径と等しくなる扇形の中心角を 1 ラジアン (rad)という。
360 度は 2πラジアン、1 ラジアン＝360 度／2π＝約 57.29578 度となる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サウステーブルマウンテンの頂上でテスト

されている SkyTrough の背面。モデルは NREL
の Large Payload Solar Tracker に設置されてい
る。同追跡機は、太陽の 2 軸追跡に必要な集光
用部品を支えている。また、9,000 ポンドの重量
に耐えられ、1 ミリラジアンの精度で太陽を追
跡することができる。 

Credit: Pat Corkery 
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power：CSP)にとって重要なことは、パラボラ・トラフに集められた太陽光の向きを正確

に転換して集光管に太陽光を集中させ、伝導油を効率的に温めることを確実にすることで

ある。 
 

 「集光の際には、様々なことを考えなければなりません。地表面の反射、地表面の精度

を考慮し、それからすべての光が集光用真空管の狭い焦線に当たるようにしなければなり

ません。」と Gawlik 氏はいう。 
 
 一般的に、パラボラ・トラフは約 80％の光学効率で運用することができる。そして

SkyFuel 社は、彼らの設計するパラボラ・トラフが、製造、輸送および維持にかかる経費

を削減しつつも、80%もしくはそれ以上の効率で機能することを望んでいる。 
 
様々な気象条件や太陽の角度のもとでパラボラ・トラフの性能を調べるため、NREL の

テストは各季節（少なくとも 3 シーズン）の一定期間に行われる。 
 
「プロセスのあらゆる段階で、光を無駄にしてしまう可能性はいくらでもあります。で

すから、全ユニットを野外試験して、何ヵ月にもわたり確かなデータを収集するのです。

これにより、 終的な効率結果から不確実性を取り除くのです。」Gawlik氏はこう述べた。 
 
未来の集光型太陽熱発電所 
 NREL のテストは実際の発電を含んでいない。というのも、発電には通常の蒸気タービ

ン技術を利用するからである。しかし、ピー

ク時および中間負荷時のクリーン電力源とし

て、CSP が電力事業者にとって魅力的になる

のは、再生可能エネルギーと通常エネルギー

とのハイブリッドな組み合わせが実現した時

なのである。 
 

パラボラ・トラフ発電所は、ほぼ平坦に近

い、開けた比較的大規模の土地と強い太陽光

のみならず、送電線やその他のインフラが必

要である。こうした条件から、南西部の州が

CSP 設備を追加的に設置する第一候補にな

っている。カリフォルニアでは、20 年にわた

り太陽エネルギー発電システムが稼働してい

る。 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kathleen Stynes 氏は、SkyTrough バラボラ・
トラフデザインの野外試験用の分析機器が提
供する連続データを見つめている。重いガラス
の鏡面ではなく、反射性の高いメタルで被覆さ
れた新しいデザインは、NREL の支援の下、
SkyFuel 社が開発した。 

Credit: Pat Corkery 
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西部州知事連合(Western Governors’ Association)5は、2015 年までに 4 ギガワットの新

たな集光型太陽熱発電所が国内に建設されるとみている。 
 
 集光型太陽熱発電に関する NREL の研究の詳細については、ウェブサイト 6を参照のこ

と。 
 

翻訳：吉野 晴美 
 

出典：New Solar Technology Concentrates on Cost, Efficiency 
(http://www.nrel.gov/features/20090109_mesa_solar.html) 

 
 
 
 

                                                 
5 19の州知事および3つのアメリカ領の首領から成る組織。西部にとって重要な政策問題に取り組み、

地域の社会経済構造を強化することを目指す。メンバーはアラスカ州、アリゾナ州、カリフォル
ニア州、コロラド州、ハワイ州、アイダホ州、カンザス州、モンタナ州、ネブラスカ州、ネバダ
州、ニューメキシコ州、ノースダコタ州、オクラホマ州、オレゴン州、サウスダコタ州、テキサ
ス州、ユタ州、ワシントン州、ワイオミング州、アメリカ領サモア、グアム、北マリアナ諸島。
（参照： http://www.westgov.org/wga_governors.htm；および
http://www.westgov.org/wga_mission.htm） 

6 http://www.nrel.gov/csp/ 
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【エネルギー】バイオ燃料   
 

NREL がバイオディーゼルの厳格な基準作りに協力（米国） 
 
ほとんどのドライバーは、自分の車の燃料タンクに注ぎ込んだバイオディーゼルに、遊

離グリセリンや、グループ I あるいは II に分類される金属 1がどの程度含まれているかに

ついて知る術を持ちあわせていない。しかし、もしエンジントラブルで車を路肩に止める

ようなことになれば、再生可能燃料ブレンドの質と信頼性に対して疑問が投げかけられ、

新興の再生可能燃料産業は軌道に乗る前に、その努力が無に帰す可能性がある。 
 
 NREL（National Renewable Energy Laboratory：国立再生可能エネルギー研究所）の

燃料性能担当の主席エンジニア Robert McCormick 氏によれば、米国では大規模生産者が

規格に適合させようと不断の努力を続けているため、バイオディーゼルの質は急速に向上

しているとのことである。しかし、国の基準を満たすことが困難な小規模の生産者も存在

している。 
 

McCormick 氏と Teresa Alleman 上級エンジニアは、ASTM International2が 近発表

したバイオ燃料規格の改訂版の作成に大きく貢献した。NREL が行った研究は、新基準を

設定するに当たり技術的なベースを提供した。McCormick 氏と同僚はまた、「バイオディ

ーゼル燃料の扱い方と使用に関するガイド」の 2008 年版を共同執筆している。 
 
厳密な ASTM のプロセスにより生み出された厳格な規格は、確実に市場で高品質なバイ

オディーゼル混合油を入手できるようにし、自動車メーカーの支持を取り付け、バイオデ

ィーゼルに対する消費者の需要を喚起することになる。 
 
すべての混合油、すべての原料に適用 
 新基準は、バイオディーゼル混合油の特性がどのようにエンジン性能に影響するかにつ

いての NREL での長年にわたる研究の成果である。同基準は、燃料を生産するのに使用さ

れた原料のタイプに拘わらず、すべてのバイオディーゼル混合油 終製品に適用される。 
 
                                                 
1 グループⅠ：Na（ナトリウム）および K（カリウム）、グループⅡ：Ca（カルシウム）および

Mg（マグネシウム）。 
2 ASTM International：米国試験・材料協会は ASTM 規格で広く知られている世界 大級の民間

規格制定機関である。ASTMは米国で1898年にAmerican Society for Testing and Materials の
名称で設立され、90 年代半ばの欧州を中心とした国際標準化への動きに伴って、2001 年に国際
標準化機関を強調する ASTM International へと改称された。ASTM は独立した非営利団体で、
材料・製品・システム・サービスに関する規格を会員の自発的な発案と総意によって作成し、出
版している。現在、120 ヵ国以上からの総計 3 万 2,000 名以上の製造業者、使用者、 終消費者、
政府、学会代表者等が会員となって、製造、調達、規定に関する活動の基本となる文書を作成し
ている。（出典：（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）HP
（http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/export_12/04A-011014）） 
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新基準は、直ちに極めて重要な経済的役割を果たすと考えられる。ディーゼルで走るト

ラックによる輸送は、米国における貨物輸送の 70％、米国の国内総生産(GDP)の 5％を占

めている。したがって、新規の混合油は信頼性があることを証明しなければならない。 
 
 低公害で燃費の良いディーゼル乗用車や軽トラックを米国で販売し始めた自動車メーカ

ーもある。 
 
 「これらの基準は、バイオディーゼル市場の拡大をもたらすと同時に、トラブルとは無

縁の性能を利用者に保証することになるでしょう。」と McCormick 氏は言った。 
 
 バイオディーゼルは、国内の植物油、動物性脂肪、および廃食用油をエステルに変換す

ることによって生産される。バイオディーゼルは再生可能で、エネルギー効率が良いため、

その利用の拡大により石油ベースの燃料に取って代わるとみられる。また、通常のディー

ゼルよりクリーンで、温暖化に関連する空気中の有害物質と排ガスのレベルを下げること

ができるようになる。 
 
 米国におけるバイオディーゼルの総生産能力は、2007 年に 22 億 4,000 万ガロン（約

750 万トン）に達した。 
 
 「今ならハイウェイを走るディーゼル燃料使用量のうち、5％をバイオディーゼルに置

き換えられるでしょう。原料の開発を積極的に進めれば、長期的には 25％にまで高めるこ

とが可能です。」McCormick 氏はこう述べた。 
 
ASTM 基準はエンジンを保護する 
 純粋なバイオディーゼルは B100 として知られるが、多くのエンジン部品は B100 対応

になっていない。そうした部品を使ったエンジンで B100 を燃焼させると、燃料システム

からの燃料漏れ、燃料ポンプへのダメージ、ホース材料の腐食が原因で起こるフィルター

の目詰まりを招くことがある。 
 
 大 20％の濃度であれば、装置に若干の改変を加えるか、全く改変せずにバイオディー

ゼル混合油を使用することができる。新規格により、自動車メーカーやエンジンメーカー

はエンジンを B203 で試験し、消費者がこれと同じ品質の燃料を給油するのを確かめるこ

とができる。 
 
 より厳格な仕様により、バイオディーゼルの品質面での向上が期待できる。2 年前、

McCormick 氏の研究所で試験された 32のバイオディーゼルのサンプルのうち半分が不合

格であった。様々な異なる生産方法や精製方法が未だ実験段階にある新産業にとってさえ

                                                 
3 バイオディーゼル 20%と石油ディーゼル 80%のブレンド。 
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「受け入れがたいほどの高い不合格率」という状況であった。 
 
 56 の生産者を対象とした NREL の 新の試験では（2008 年に報告）、生産量の 90％近

くを代表するサンプルが規格に合格し、主要な生産者はほとんど不合格になることはなか

った。2007 年版 B100 品質調査の結果についての NREL 報告書 4を参照のこと。 
 
 継続的に高品質のバイオディーゼルを生産する中小の生産者も存在するが、一般的に、

小規模な生産者は不合格率が非常に高いままである。こうした小規模生産者の製品は、合

計すると全バイオディーゼル生産の 11％を占めている。 
  
 この調査は、研究開発協力協定の下、エネルギー省(DOE)および全国バイオディーゼル

委員会の支援により実施された。 
 
 詳細は NREL のバイオマス研究のサイト 5から入手可能である。 
 
 

翻訳：吉野 晴美 
 
出典：NREL Helps Set Stringent Biodiesel Standards 

(http://www.nrel.gov/features/20090105_astm.html) 
 

                                                 
4 http://www.biodiesel.org/resources/reportsdatabase/reports/gen/20080301-gen383.pdf 
5 http://www.nrel.gov/biomass/ 
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【産業技術】 ライフサイエンス  

 
米国立標準技術研究所は遺伝系統研究所の精度向上に向けて手引 

 
テレビで犯罪ドラマを見た人は誰でも、犯罪現場で収集された証拠から人を特定したり、

親子関係を立証したり、また誤って投獄された無実の人を自由にするのを助けるために、

科学捜査官が DNA 鑑定を使用できることを知っている。 
 
あまり知られていないが急速に成長している応用である DNA 鑑定は、人の父親の系統

をたどる、遺伝系統学として知られている方法である。この試験を行う研究所は、鑑定の

結果がしばしば異なり、研究所間のデータ比較が困難で、報告された遺伝的合致の結果に

疑問を投げかけさせている。 
 
米国立標準技術研究所(NIST)の研究者が、 近、結果の精度および信頼性を向上させる

系統学試験のためのアドバイスに関する論文*1を発表した。 
 
人の父親の系統は、その Y 染色体の DNA(Y-DNA)を使用して、追跡することができる。

Y-DNA は、多くの欧州人の姓のように、父親から息子に相続される。DNA 鑑定法は、長

年にわたる姓に伴う遺伝経路を提供する。家系を知りたい女性は、その父親、兄弟、父系

の叔父、あるいは父系の祖父に、その試験を依頼することができる。 
 
遺伝系統学は、短縦列反復(STR)として知られている、Y 染色体上のヌクレオチド(DNA

の塩基要素)繰り返しパターン並びの調査により機能している。 
 
各々の STR は、その繰り返し回数は関係する男性にとっては同一になるので、潜在的

な遺伝的合致のための独立したマーカーとして考慮されている。例えば、ある人は 12 回

繰り返す 1 つの STR 並びを、他の人は 11 回、さらに他の人は 17 回の繰り返しを持って

いるであろう。 
 
もし、ある一人の男性が、高率の同一 STR を持った Y 染色体を持っていれば、恐らく

彼らは共通の祖先を共有すると考えられる。繰り返し数を正確に数えることは、難しい作

業で、また遺伝系統学テストにおけるエラーの多くの源である。その結果、系図学者に間

違った適合をさせたり、家系の繋がりを全く誤らせることになる。 
 

                                                 
1 * J.M. Butler, M.C. Kline and A.E. Decker. Addressing Y-chromosome short tandem repeat (Y-STR) 
allele nomenclature. 「Y 染色体短縦列反復(Y-STR)対立遺伝子命名法の取扱い」、J. Genetic Genealogy 
4:125-148 (2008). 
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NIST の研究者はその論文で、異なった解釈の根拠について説明し、人の Y 染色体 DNA
鑑定法のための機関認定標準試料[標準試料 2395]を使用する解決法を勧めている。標準試

料は遺伝系統研究所がその試験装置を較正する手段として役立つ Y-STR マーカー収集試

料である。 
 
NIST の研究者は、異なる Y-STR 研究所間で互換性をもち正確に較正された測定がなさ

れることを可能にするために標準試料 2395 の使用を強く勧めている。 
 
彼らの意見は、「業界標準を持つ強みは遺伝系統学サービスの利用者および提供者の両

方のために必要である」という NIST の論文について述べた遺伝系統学ジャーナルの論説

によって反響を呼んでいる。 
 
 ( 出典： http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2008_1223.htm#dna ) 
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【産業技術】 IT  
 
EU の「ROLLED」プロジェクトはフレキシブルな光源を可能に 
 
EU 資金提供プロジェクト「ROLLED (ROLL LED)」は、例えば、包装をより魅力的に

するフレキシブルな OLED(有機発光ダイオード)光源の開発に成功した。ロールトゥーロ

ール(roll-to-roll)印刷技術の使用は、フレキシブルな OLED 素子の大量生産を可能にする、

とプロジェクトパートナーは語る。「ROLLED」プロジェクトへの資金提供は、合計 225
万ユーロに達している。 

 
フィンランドの VTT 技術研究センターにより調整されている「ROLLED」プロジェク

トは、任意のピクセルサイズと形を持ったフレキシブルな有機発光ダイオード(OLED)製
造のための、安価で大容量のロールトゥーロール製造技術の開発を目標としている。 

 
従来の生産方式と比較すると、この 新の方法はより経済的であるとプロジェクトパー

トナーは語る。この生産方式は、生産速度が従来方式より高速である一方、有機発光ダイ

オードを生産するための機器の購入コストがより安価であるためである。各々の OLED 素

子の生産コストは僅か 10 セントである。研究者達は、現在、価格をさらに引き下げるた

めに、他の応用法も評価している。 
 
スーパー・マーケットの棚やポスターを含む多くの品物や種々の場所でこの素子を使用

することにより、顧客はその製品に引付けられるであろう、と研究者は語る。別の思いが

けないおまけとして、この素子は商品のコピーを阻止するために使用でき、また、包装食

品の新鮮度を測定する機能を持ったセンサーに接続して使用することもできるということ

である。 
 
この革新的な光源は、LED 光に似ている。しかしながら、この OLED 素子は電力をほ

とんど消費しない。また、有機材料による印刷方式で製造するので、大きくフレキシブル

な表面上へも作ることができる。この形式の生産方式は、特に包装紙に適したものになる。

この素子は、防湿層フィルム中に封入され、厚さが 200～250 マイクロメータである。こ

の厚みは 3～4 枚の紙と等価である。 
 
プロジェクトパートナーには、スイス・エレクトロニクス・マイクロ・テクノロジー・

センター、ドイツのライプニッツ・新素材研究所、PolylC 社(ドイツの印刷エレクトロニ

クス専門企業)、および UPM 社(フィンランドの林業関連企業)が加わっている。 
 
スイスグループは、様々なパターン化技術の開発を担当し。また、ライプニッツ研究所

は、陽極のインクと境界層の構築に取り組んでいる。印刷工程の開発に加えて、フィンラ
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ンド技術研究センターは、電力消費の削減と電源電圧の低減により素子の性能を向上させ

るために、低仕事関数のカソード結合を開発している。この素子は、太陽電池やトランジ

スターのような、印刷に適するすべてのエレクトロニクス素子に使用することができる。 
 
研究者は、2 つの実証テストでこの生産方法を試している。 初のテストは、商品包装

に付けられた、2 色 OLED 素子として試みられた。包装が開けられていない時には、緑色

のチェックが示されている。一旦包装が開かれると、ヒューズが溶けて、チェックマーク

は赤色のバツ印になる。 
 
2 番目の実証テストでは、近距離通信電話(NFC)による OLED 素子の点灯を試みている。

EU の旗が印刷された名刺のフラグの星に、この OLED 素子を組み込み、名刺の近くの電

話がかかってきた時に明るく点灯するようにさせる。 
 
VTT 社の技術マネージャーによれば、この 初の OLED 素子は 2 年以内に市場に出荷

される予定である。 
 

( 出典： http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines 
/news/article_08_12_11_en.html&item= Infocentre&artid=9313 ) 
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EU プロジェクト「ICESTARS」は次世代ワイヤレスチップに注目 
 
人々は無線通信に依存している。そして、このことは、世界的に使用されている多くの

ラジオ、携帯電話、GPS システムおよびネットワーク・ホットスポットで特に明らかであ

る。しかし、出現するすべての無線通信チャネルにおいて、市場の需要を満たす技術の開

発に人々の働きかけが高まっている。EU プロジェクト「ICESTARS」は、280 万ユーロ

の資金提供で支援され、これらの問題に対応する新しい方法論や原型ツールを供給するで

あろう。 
 
IC 設計自動化ツールは、SHF(センチ波 3～30GHz)および EHF(ミリ波 30～300GHz)

帯域の無線通信チャネル開発計画での基幹構成要素である。「ICESTARS」(Integrated 
circuit/electromagnetic simulation and design technologies for advanced radio 
systems-on-chip：高度無線システムオンチップのための集積回路/電磁シミュレーション

と設計技術)のチームは、これらのツールが、市場機会に結びつき、かつ費用のかかる再加

工(すなわち、品質を保証するために出荷前に確定されなければならないソフトウェアプロ

グラム)の回避に成功するために、ワンパス設計の達成と同様に、複雑なナノスケール設計

の開発に重要な役割を果たすということを説明する。 
 
このようなシステムの正確なシミュレーションは、現在可能ではない。新しい世代のト

ランシーバーアーキテクチャおよび関連する CAD(コンピューター支援設計)ツールのみ

が、市場への多重標準のソフトウェア設定無線の出荷を支援することができる、と研究者

は述べる。 
 
研究者は、電力消費を 小限に抑え、また、この電力が回路の線形性や利得とのトレー

ドオフになることを請け合わなければならない。GHz 領域の中心周波数に対しては、高度

な設計は雑音指数によって制限される。利用可能な設計電力フローの問題が解決される場

合に、高 GHz の無線モジュール・シングルチップ集積化が可能になりえるとチームは述

べる。 
 
「ICESTARS」の研究者は、半導体製造解決策への技術革新の商業化を促進するグルー

プである SEMATECH(米半導体製造技術研究組合)による 2006 年国際半導体技術ロード

マップで、革新的な CAD ツールおよび数理モデルが、アナログ/ディジタル混合信号シミ

ュレーションの管理、寄生の除去、およびシステム設計と方法論を含んだ、多くの問題を

解決するために、利用可能にならなければならない、ということを示していると語った。

「ICESTARS」のパートナーは、方法論および原型ツールの出荷により結果が現れるとい

うことを確認している。 
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チームは、RF(無線周波)設計の様々な部品間の依存性を識別するために、多くの分野の

研究結果を組合せることを計画している。ドイツのケルン大学数学研究所はこの研究に関

係しており、次世代ワイヤレスチップの新しい数学的アルゴリズムを開発している。「将来、

モバイル装置は消費者に何時でも何処でも電話とインターネットからモバイル・テレビお

よび遠隔バンキングまでに及ぶサービスを提供するだろう。今日使用している周波数帯(お
よそ 1-3GHz)では、必要な非常に高速のデータ転送速度を実現することはできない」と同

研究所のカレン・ティッシェンドルフ教授は説明する。プロジェクトチームは、 高

100GHz の周波数領域で動作する能力を持った廉価なワイヤレスチップを出荷することを

期待している。 
 
「ICESTARS」プロジェクトリーダーの、NXP 半導体(オランダ)のマルク・コレ博士は、

パートナーは 2010 年までにワイヤレスチップ開発プロセスの加速を達成するつもりであ

ると述べた。「我々は、無線通信の全スペクトルにわたって欧州のチップ開発者を積極的に

トップの地位に維持するために、新しい方法とシミュレーションツールによるセンチ波

(EHF)領域のワイヤレスチップ開発プロセスを加速するつもりである」とコレ博士は語る。 
 
他のプロジェクト参加者には、周波数領域シミュレーションアルゴリズムの開発を実施

したフィンランド企業の AWR-APLAC 社、そして、高度アナログ・シミュレーション技

術の開発を担当したドイツの半導体グループ Qimonda 社がある。 
 

( 出典： 
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/art
icle_08_12_05_en.html&item=Infocentre&artid=9233 ) 
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