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序 

 

 近年、技術の発展と社会との共存に対する課題がクローズアップされ、機械

工業においても環境問題、安全問題が注目を浴びるようになってきておりま

す。環境問題では、京都議定書の第一約束期間が開始し、排出権取引やＣＤＭ

などの柔軟性措置に関連した新ビジネスの動きも本格化し、政府や産業界は温

室効果ガスの削減目標の達成に向けた取り組みを強化しているところです。ま

た、欧州化学物質規制をはじめとする環境規制も一部が発効し、その対応策が

新たな課題であるとともに、新たなビジネスチャンスとも考えられます。  

 一方、安全問題も、機械類の安全性に関する国際規格の制定も踏まえて、平

成１９年には厚生労働省の「機械の包括的な安全基準に関する指針」の改正に

伴い、リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施が事業者の努力義

務として規定されるなど、機械工業にとってきわめて重要な課題となっており

ます。 

 海外では欧米諸国を中心に環境・安全に配慮した機械を求める気運の高まり

から、それに伴う基準、法整備も進みつつあり、グローバルな事業展開を進め

ている我が国機械工業にとって、この動きに遅れることは死活問題であり早急

な対処が求められております。 

 こうした背景に鑑み、幣会では機械工業の環境・安全対策のテーマの一つと

して株式会社旭リサーチセンターに「成型製品（Article）含有化学物質の情報

管理に関する国内外の仕組み・ツール等の動向調査」を調査委託いたしました。

本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。 

 

平成２１年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井  務  

 

   



 



 

はしがき 

 
 2006 年７月に EU RoHS 指令が施行され、電気電子機器における有害物質の使

用禁止が始まりました。2007 年３月には中国版 RoHS と呼ばれる電子情報製品

汚染防止管理弁法が施行され、2008 年１月には韓国版 RoHS＆WEEE&ELV と呼

ばれる電気電子製品及び自動車の資源循環に関する法律が施行されるなど、電気

電子機器を始めとした有害物質の管理が世界的な広がりを見せています。 
 さらに、2008 年６月から 12 月にかけて EU REACH（Registration, Evaluation, 
Authorization of Chemicals）の予備登録が行われ、リスク管理に基づく新たな

化学物質管理が始動しました。RAECH では、2011 年 6 月から成型製品について

も届出の義務が施行される予定であり、成型製品（Article）含有化学物質の管理

に関する法令の体系的な理解に基づく遵守が求められています。こうしたリスク

管理に基づく化学物質の管理においては、従来の MSDS のような川上から川下へ

の情報伝達に加えて、川下から川上への情報伝達も必要となり、双方向の情報管

理の仕組みの構築とそこで使用できるツールの開発が求められている。 
 こうした背景を受けて、「成型製品(Article)含有化学物質の情報管理に関する

国内外の仕組み・ツール等の動向調査」を調査受託いたしました。EU REACH
に関する法律及び、これらに関連した化学物質そのものに関する規制について体

系的に整理するとともに、予備登録実施後の EU REACH 対応状況、特に情報管

理システム・ツールの動向を調査いたしました。 
本報告書が、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。 

 
平成２１年３月 
 

株式会社 旭リサーチセンター 
社 長  永 里 善 彦 

 

 

 



 



 

目 次 

 

序 

 

はしがき 

 

１．はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

 1-1 調査の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

1-2 調査の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

２．成型製品（Article）含有化学物質に対する仕組みの動向 ・・・・・・・・・ 3

 2-1 国際的な動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

 2-2 日本の化学物質に対する仕組みの動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

2-3 欧州の化学物質に対する仕組みの動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

2-4 米国の化学物質に対する仕組みの動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

2-5 カナダの化学物質対する仕組みの動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

2-6 中国の化学物質に対する仕組みの動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

2-7 韓国の化学物質に対する仕組みの動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

2-8 オーストラリアの化学物質に対する仕組みの動向 ・・・・・・・・・・・・ 26

2-9 インドの化学物質に対する仕組みの動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

2-10 ブラジルの化学物質に対する仕組みの動向 ・・・・・・・・・・・・・・ 37

３．成型製品（Article）含有化学物質の情報管理に関するツールの動向 ・・・・・ 40

3-1 日本の化学物質の情報管理に関するツールの動向 ・・・・・・・・・・・・・ 40

3-2 欧州の化学物質の情報管理に関するツールの動向 ・・・・・・・・・・・・・ 50

3-3 米国の化学物質の情報管理に関するツールの動向 ・・・・・・・・・・・・・・ 53

3-4 その他の国の化学物質の情報管理に関するツールの動向 ・・・・・・・・・・ 56

４．REACH の対応状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

4-1 国内ヒアリングの結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

4-2 米国ヒアリングの結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62

５．結 語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65

６．資料編 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 1

１．はじめに 

1-1 調査の目的 

 欧州における REACH（Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals）指令

が 2007 年６月に施行され、2008 年 6 月から 12 月に予備登録が実施された。成型製品に

ついても 2011 年６月から届出義務が施行される予定である。日本においても REACH 規

制への準備として経済産業省化学課が、「製品含有化学物質情報伝達に関する基本的指針」

を発行し、今後各産業界で仕組みを構築することが促された。 

 こうした化学物質に関する要求やツールが国内・海外で同一であるなら非常に効率的で

あるが、実際には各国・各産業で、タイミングや管理する化学物質、その情報管理／伝達

ルールが異なっており、まだ統一されたものとはなっていない。 

 従って、機械機器・部品の輸出や輸入を行うに際しては、国内外の政策・各産業の動き

を把握して、成型製品含有化学物質の情報管理が可能となるようにしておくことが必要と

なる。 

 そこで、本調査では、機械機器メーカー等が製品の輸出入を行うことを念頭において、

成型製品含有化学物質の情報管理の仕組みに関する国内外の動きを把握することを目的と

した。さらに、製品含有化学物質の情報管理の仕組みを機械機器メーカー等が構築する際

に、効率的・効果的であり、かつ持続性がある仕組みを構築することに貢献することを目

的とした。 

 

1-2 調査の方法 

（国内外の成型製品含有化学物質の情報管理に関する仕組み・ツールなどの動向を調査し、

整理した。調査項目としては以下①～③のとおりとした。 

①成型製品（Article）の情報管理に関する文献調査 

②成型製品（Article）の情報管理に関するヒアリング調査 

③報告書の作成・公表 

 

（ａ）対象地域 

調査の対象地域としては、日本を中心として、予防原則に基づく化学物質管理のルール

作りで先行する欧州連合、世界に先駆けて化学物質管理の見直しを行っているカナダ、日

本とほぼ同等の歩みを見せている米国などを対象とした。さらに、タイなども含めたアセ

アン諸国の化学物質管理の中心となっているオーストラリア、環境先進国の韓国、化学物

質管理の整備が急がれている中国、インド、南米（ブラジル）などについても調査を行っ
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た。 

 

（ｂ）調査内容 

 (ａ)に掲げた調査対象地域における下記の情報を収集整理した。 

①各地域の法令による要求 

②各地域で成型製品の物質情報として管理する化学物質リスト 

③各産業界で管理する成型品の化学物質リストと管理ツール 

④各産業界の成型製品化学物質管理の仕組み 

 

（ｃ）収集する情報 

 調査において収集する具体的な情報としては下記のものを中心とした。 

①日本の関連法令、審議会報告一式 

②各国化学物質法令・政策情報一式 

③国内素材メーカへのヒアリング 

④国内機械機器メーカへのヒアリング 

⑤海外政府へのヒアリング 

⑥海外素材メーカ、機械機器メーカへのヒアリング 
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２．成型製品（Article）含有化学物質に対する仕組みの動向 

2-1 国際的な動向 

（１）国際的な化学物質管理方法の変化 

オゾン層破壊や地球温暖化など、地球規模の環境問題が大きな問題となり、国際的な取

り組みが必要であるとの認識が広がっている。早くも 1987 年にはオゾン層破壊物質の使

用禁止に関する「モントリオール議定書」が採択された。化学物質に関しても、地球規模

の汚染の観点から、適正管理の国際的な取り組みの必要性が認識されるようになった。そ

して、1992 年にブラジルのリオデジャネイロで開催された地球環境サミットで、持続可能

な開発のための人類の行動計画である「アジェンダ 21」が採択され第 19 章に、「有害及び

危険な製品の違法な国際的移動の防止を含む、有害化学物質の環境上適正な管理」が規定

された。 

2006 年２月にドバイで開催された国際化学物質管理会議で「国際的な化学物質管理のた

めの戦略的アプローチ（SAICM）」が採択された。SAICM は、2020 年までに化学物質が

健康や環境への影響を最小とする方法で生産・使用されるようにすることを目標とし、科

学的なリスク評価に基づくリスク削減、予防的アプローチ、有害化学物質に関する情報の

収集と提供、各国における化学物質管理体制の整備、途上国に対する技術協力の推進など

を進めることを定めたものである。 

 2007 年に EU で施行された新たな化学品規則である REACH（Registration, 

Evaluation, Authorization of Chemicals）は、SAICM に沿ったものであり、化学物質

管理に関する世界共通の課題への取組みを初めて具体化したものである。 

 REACH においては、成型製品に含有される化学物質も対象とされており、発がん性な

どが懸念される「高懸念物質」を含有する成型製品に対して、届出や情報伝達の規則が導

入されている。 

 成型製品含有化学物質に関しては、自動車を対象とする EU の ELV 指令や、電気電子製

品を対象とする EU の WEEE 指令および RoHS 指令、これに倣った中国版 RoHS、韓国

版 RoHS などがすでに施行されており、特定の化学物質に対する含有量の規制や含有情報

の開示の義務付けなどが世界的に導入されてきている。 

 EU REACH では、こうした成型製品含有化学物質に関して、川上から川下までの多種

多様な業種の事業者を巻き込むサプライチェーン全体の情報の双方向の伝達が要求されて

いる。 

一方、使用量が多いために人や環境への影響が大きいと考えられる既存化学物質に関し

ては、有害性の再評価を行う方向で動いている。国際的には、「OECD 高生産量化学物質
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（HPV：High Production Volume Chemicals）点検プログラム」があり、OECD のいず

れかの加盟国で年間 1,000t 以上生産・輸入されている化学物質を対象に、有害性の初期評

価を行うために必要と認められるデータ（SIDS：Screening Information Data Set）を加

盟国で分担して収集し、評価を実施している。2004 年までに約 500 物質の初期評価を終

了した。2010 年までに新たに 1,000 物質についてデータを収集する目標が立てられている。 

 各種化学物質の有害性などについて各国が保有しているデータを集約し、検索・情報共

有するためのポータルサイト「eChem Protal」が構築され、公開されている。 

 

（２）サプライチェーンを通じた化学物質情報伝達の仕組み・ツールの動向 

 現在、サプライチェーンを通じた化学物質の情報伝達のしくみとしては MSDS がある。

各国で導入が進んでいるが、こうした MSDS を国際的に統一しようとするものが「国連

GHS（Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals）」で

ある。化学品の危険有害性とその程度を国際的に統一された判断基準で分類し、分類の結

果に基づいて絵表示、注意喚起、危険有害性情報、注意書きなどをラベルや MSDS に記載

し、化学品を提供する先に伝達するシステムである。 

 GHS は、すべての化学品が対象である。すなわち市場で純物質とされる化学物質、その

希釈溶液、化学物質の混合物に適用される。ただし、REACH 規則で定義されている成型

製品（Article）中に含まれている化学成分は対象とならない。日本における MSDS も成

型製品含有化学物質は対象となっていない。また、MSDS は川上から川下への情報伝達で

あり、川下から川上への情報伝達方法ではない。 

 製品含有化学物質に関する情報伝達ツールとしては、EU RoHS に対応するために開発

された JIG がある。しかし、JIG も川上から川下への情報伝達におけるツールである。 

REACH においては、双方向の情報伝達が求められており、これに応えるツールとして

は、日本アーティクルマネジメント推進協議会（JAMP）が開発を進めているアーティク

ル・インフォメーション・シート（AIS）がある。日本以外には、川下から川上への情報

伝達の仕組みを検討したり、それに必要なツールを構築したりする動きは現時点では見ら

れない。 
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2-2 日本の化学物質に対する仕組みの動向 

（１）化学物質管理政策 

（ａ）化学物質管理政策の推移 

 日本の化学物質管理政策は、毒劇物取締法や農薬取締法など、化学物質の顕在化した有

害性を対象とするものが基本となっていた。しかし、1986 年に起きたカネミ油症事件が端

緒となって、化学物質管理政策が変換された。従来規制対象外であり、安定で分解しにく

い物質であるポリ塩化ビフェニルが、長期間にわたって体内に残留して健康被害を起こし

たということで、ハザードベースの未然予防策を基本とする化学物質管理政策が採用され

た。 

 その後、ダイオキシンによる汚染や内分泌撹乱物質による子孫への影響などの問題が顕

在化し、化学物質の管理を将来想定されるリスクをもとに管理する必要性が認識されるよ

うになってきた。2006 年に閣議決定された「第三次環境基本計画」にも化学物質全体を統

合的・包括的に管理する仕組みが必要であるとされている。 

 日本の化学物質管理の中心となる法律は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法

律（化審法）」と「化学物質排把握管理促進法（化管理法）」である。化審法は 1973 年に

制定され、新規に製造・輸入する化学物質に対して事前に有害性を審査し、その有害性の

程度に応じて製造・輸入を規制することを目的としている。化審法では、法律の公布前に

既に製造・輸入されていた約 20,000 種の化学物質を既存化学物質としてリスト化してい

る。 

化審法は、人への健康影響に対する審査・規制を目的としていたが、欧米で、生態系へ

の影響にも注目したり、環境中への放出の可能性も考慮したりした審査・規制を行うこと

が主流となってきたことを受けて、3003 年の改正法案が可決され、2004 年から施行され

ている。 

 化管法は、1999 年に制定され、有害性のある様々な化学物質の環境への排出量を把握す

ることなどにより、化学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、

化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的としている。 

 化管法は、多種多様な化学物質が、どのような発生源からどれぐらい環境中に排出され

たか、あるいは廃棄物中に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを事業者の

協力の下に国が把握・集計・公表する仕組みと、事業者による化学物質安全性データシー

ト（MSDS：Material Safety Data Sheet）の作成・提供から構成されている。 

 MSDS は、化学物質や化学物質が含まれる原材料などを安全に取り扱うために必要な情

報を記載したものである。MSDS 制度では、事業者が対象となる化学物質、または化学物
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質を含有する製品を取引業者に譲渡・提供する際に、MSDS を事前に取引業者の提出する

ことを義務付けている。 

 MSDS で要求されている情報を、表 2-2-1 に示した。 

 

表 2-2-1 日本の MSDS における要求事項 

日本の MSDS 要求事項 

①ＭＳＤＳの対象となるものの名称＜対象物質が単一の化学物質の場合＞対象物質の名称、
政令上の号番号、種類＜対象物質が製品である場合＞製品名、含有する対象物質の名称、政
令上の号番号、種類、含有率（有効数字２桁） 

②ＭＳＤＳを提供する事業者の名称、住所、担当者の連絡先 

③化学物質が漏出した際に必要な措置 

④取扱い上及び保管上の注意 

⑤物理的化学的性状 

⑥安定性及び反応性 

⑦有害性 

⑧暴露性 

⑨廃棄上の注意 

⑩輸送上の注意 

⑪有害性・暴露性の概要 

⑫応急措置 

⑬火災時に必要な措置 

⑭労働者に対する暴露防止措置等 

⑮適用される法令 

⑯⑪～⑮の他、MSDS を提供する事業者が必要と認める事項 

 

（ｂ）既存化学物質のリスク評価 

 化学物質管理政策については、国際的にもハザード対策からリスク管理へと移行してい

る。日本においても、こうした動向に合わせて、既存化学物質のリスク評価を行うととも

にサプライチェーンによる情報伝達の仕組みづくりが検討されている。 

既存化学物質のリスク評価については、2005 年６月から Japan チャレンジプログラム

が開始された。正式には「官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム」とい

い、産業界が主導的な役割を果たしながら国と協力してハザード情報を収集・提供するも

のである。これまでに、105 社、３団体が自主的に参加しており（2008 年 6 月 11 日現在）、
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652 の優先情報収集対象物質のうち、海外での情報収集の予定がない 170 物質について情

報を収集することになっている。 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/taisyou_challenge.html 

 

（２）製品含有化学物質管理政策 

 国際的にも化学物質のライフサイクルを通じた管理の必要が認識されてきており、人や

環境に対する安全の確保だけではなく、国際的な経済競争力の確保という点からもサプラ

イチェーンを通じた化学物質の安全性情報の伝達の必要性が高まっている。具体的には、

消費者に対しても製品含有化学物質の有害性情報をラベルや注意喚起などによって提供す

ることができることがリスクコミュニケーションの観点からも重要となっている。 

 日本の化学物質に関する情報伝達の仕組みは MSDS を中心としており、上流から下への

情報伝達手段は整備されてきている。ただし、REACH で求められているサプライチェー

ンにおける双方向の情報伝達に関しては、基盤整備が十分とは言えなかった。 

 そこで、2006 年１月に、経済産業省によって「製造物の安全性確保・品質向上のための

「川上川下を通じた対応に関する検討会」が設置され、「製品含有化学物質情報伝達に係る

基本的指針」が取りまとめられた。 

 こうしたサプライチェーンを通じた成型製品含有化学物質の情報管理の具体的な動きと

しては、J-MOSS と JIG、MSDSPlus・AIS がある。また、自動車に関しては、IMDS

（International Material Data System）という化学物質の情報収集システムがあり、日

系企業９社を含む世界の自動車製造メーカ 21 社が利用している。 

 

（ａ）J-MOSS 

 J-MOSS は、「電気・電子機器の化学物質の含有表示方法（the marking of presence of the 

specific chemical substances for electrical and electronic equipment）の略称であり、特

定化学物質の含有に関する情報開示の方法を示した JIS 規格である。EU RoHS に対応す

るものとして 2005 年に JIS C 0950:2005 が制定され、2006 年に見直しがされて現在の

J-MOSS となった。対象となる製品は表 2-2-2 に示した７製品であり、対象となる化学物

質は、表 2-2-2 に示した６物質である。この６物質は EU RoHS と同じである。表示の基

準も EU RoHS と同じであり、カドミウムは 0.001wt％以上、その他の５物質は 0.01wt％

以上含有する場合に表示が義務付けられている。 
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表 2-2-2 J-MOSS の対象製品と対象化学物質 

対象製品 

①パーソナルコンピュータ 

②ユニット形エアコンディショナ 

③テレビ受像機 

④電気冷蔵庫 

⑤電気洗濯機 

⑥電子レンジ 

⑦衣類乾燥機 

対象化学物質 

①鉛及びその化合物 

②水銀及びその化合物 

③カドミウム及びその化合物 

④六価クロム化合物 

⑤ＰＢＢ（ポリブロモビフェニル） 

⑥ＰＢＤＥ（ポリブロモジフェニルエーテル） 

 

（ｂ）JIG 

 JIG（ジョイント・インダストリー・ガイドライン）は、日本のグリーン調達調査共有

化協議会（JGPSSI：Japan Procurement Survey Standardization Initiative）が、作成

した「製品含有化学物質管理ガイドライン」をもとに、米国電子工業会（EIA）と欧州情

報通信技術製造者協会（EICTA）との協議によって作成された情報伝達フォーマットであ

る。EU RoHS に効率的に対応できるようになっているが、RoHS の６物質だけでなく、

オゾン層破壊物質なども調査の対象となっている。また、EU REACH の対象となるであ

ると考えられる高懸念化学物質もある程度意識した内容となっている。 

 

（ｃ）MSDSPlus・AIS 

 EU REACH などのサプライチェーンを通じた化学物質の情報伝達の必要性の高まりを

受けて、日本では、川上、川中、川下メーカーが参加してアーティクルマネジメント推進

協議会（JAMP：Japan Article Management Promotion-consortium）が 2,006 年に設立

された。JAMP は、MSDS をもとにした MSDSPlus を開発するとともに、川下から川上

への情報伝達ツールとして AIS（Article Information Sheet）も開発している。 
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2-3 欧州の化学物質に対する仕組みの動向 

（１）化学物質管理政策 

 EU の化学物質規制は、「危険な物質の分類・包装・表示に関する理事会指令

（67/548/EEC）」と「危険な物質および調剤の上市と使用の制限に関する理事会指令

（76/769/EEC）とを主な柱として、「届出物質による人と環境に対するリスク評価のため

の諸原則を定める委員会指令（93/67/EEC）」と「既存物質のリスク評価と管理に関する理

事会規則（793/93）によってリスク評価の原則を定めていた。そこでは、1981 年を基準

として化学物質を「既存化学物質」と「新規化学物質」とに分け、別々の規則によって管

理してきた。しかし、実際には、140 種の既存化学物質が優先物質とされたに過ぎず、リ

スク評価の結果が公表されたものは 20 種類に満たなかった。新規化学物質に関しても、

手続きが煩雑であったこともあり、1981 年以降上市された物質が 3,000 種程度であるとい

う状況になった。 

 こうした反省を踏まえて、EU が 2007 年に施行した REACH は、新規化学物質と既存

化学物質に対して同じ規則を適用して包括的かつ一貫した化学物質管理システムを構築し

ようとするものである。 

 一方、成型製品含有化学物質に関しては、包括的製品政策（IPP：Integrated Product 

Policy）が基本的な考え方となっている。IPP は、2001 年にグリーンペーパーとして公開

されたもので、製品ライフサイクルの全ての段階を視野に入れ、製品がもたらす環境負荷

を最小化することを目指している。具体的な内容は以下の４つである。 

 ・環境配慮型製品の市場での拡大を阻害する価格要因の明確化、差別化手法の抽出 

 ・生産者責任の領域拡大 

 ・製品のサプライチェーンに沿った環境情報管理の実現 

 ・環境管理手法 EMAS との連携 

 EU では、IPP の考え方に従って製品に関する環境負荷低減を規制の中心とするように

なってきている。WEEE 指令、RoHS 指令、EuP 枠組み指令、REACH 規則などは、皆 IPP

の考え方に基づいている。 

 

（２）製品含有化学物質管理政策 

 EU の製品含有化学物質管理政策としては、WEEE 指令と RoHS 指令、ELV 指令、廃電

池指令、REACH がある。 
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（ａ）WEEE 指令と RoHS 指令 

WEEE指令（廃電気電子機器に関する欧州議会および理事会指令：Directive 2002/96/EC 

of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on waste electrical 

and electronic equipment）は、EU における電気電子機器廃棄物の回収とリサイクルに関

する規制である。RoHS 指令（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

欧州議会および理事会指令 Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the 

Council of 2007 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment）は、電気電子機器に含有される有害

物質の使用制限と人の健康保護及び廃電気電子機器の環境に健全な再生と処分を目的とし

ている。 

 WEEE では、表 2-3-1 に示した 10 の製品群が対象となっている。RoHS はこの 10 の製

品群のうち医療用機器と監視・測定機器は対象から外れているが、将来対象とされる可能

性がある。 

 

表 2-3-1 WEEE および RoHS の対象製品群 

 WEEE RoHS 

１ 大型家庭用電気製品 大型家庭用電気製品 

２ 小型家庭用電気製品 小型家庭用電気製品 

３ IT および遠隔通信機器 IT および遠隔通信機器 

４ 民生用機器 民生用機器 

５ 照明装置 照明装置 

６ 電動工具 電動工具 

７ 玩具 玩具 

8 医療用機器  

9 監視および制御機器  

10 自動販売機 自動販売機 

 

 RoHS で使用が制限されている化学物質は表 2-3-2 に示した６物質であり、カドミウム

は 0.001wt％以下、その他の５物質は 0.01wt％以下であることが求められている。 
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表 2-3-2 RoHS の対象化学物質 

特定有害化学物質 大許容濃度 

①鉛 0.1wt% 

②水銀 0.1wt% 

③カドミウム 0.01wt% 
金属 

④六価クロム 0.1wt% 

⑤ＰＢＢ（ポリブロモビフェニル） 0.1wt% 
臭素系難燃剤 

⑥ＰＢＤＥ（ポリブロモジフェニルエーテル） 0.1wt% 

 

（ｂ）ELV 指令 

ELV 指令（廃車に関する欧州議会および理事会指令：Directive 2000/53/EC of the 

European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of -life vehicles）

は、使用済み自動車による環境負荷を低減するために製品含有化学物質の使用制限とリサ

イクル率を高めるための回収システムの構築を行うものである。ELV で対象とされる製品

含有化学物質は、表 2-3-3 に示した４物質である。 

 

表 2-3-3 ELV の対象化学物質 

化学物質 使用量 

①鉛 1,000ppm 以下 

②水銀 1,000ppm 以下 

③六価クロム 1,000ppm 以下 

④カドミウム 100ppm 以下 

 

（ｃ）廃電池指令 

 電池および蓄電池の回収と処分に関しては、1991 年に電池指令（90/157/EEC）が採択

され、2006 年に廃電池指令（2006/66/EC）として改正されている。 

廃電池指令では、水銀とカドミニウムの含有に関して、表 2-3-4 に示した上市の禁止と

表示の責務が規定されている。 
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表 2-3-4 廃電池指令の対象製品と対象化学物質 

化学物質 上市の禁止 表示 

①水銀 
0.0005wt%を超える場合 

ボタン電池は 2wt%を超える場合 

0.0005wt%以上を含有する場合 

②カドミウム 0.002wt%を超える携帯型電池 0.002wt%以上を含有する場合 

③鉛 － 0.004wt%以上を含有する場合 

 

（ｄ）REACH 

 REACH では、成型製品含有化学物質も規制の対象となっており、登録または届け出お

よび情報伝達の義務が求められている。 

 登録が必要とされる条件を表 2-3-5 に示した。 

 

表 2-3-5 成型製品含有物質の登録が必要となる条件 

1 成型製品中の物質が製造者または輸入者当たり合計して年間 1 トンを超える 

2 成型製品中の物質が通常のまたは当然予想される使用条件で、意図的に放出される 

 

 届け出が必要となる条件を表 2-3-6 に示した。 

 

表 2-3-6 成型製品含有物質の登録が必要となる条件 

前提 第 57 条（認可対象クライテリア）に適合し、第 59 条（認可対象候補物質）に特

定され、下記の２条件を満たす場合 

1 成型製品中の物質が製造者または輸入者当たり合計して年間 1 トンを超える 

2 成型製品中に 0.1wt%を超える濃度で含有する（意図的放出がない） 

 

第 57 条（認可対象クライテリア）と第 59 条（認可対象候補物質）は、発がん性物質な

どの高懸念物質（SVHC：Substance of Very High Concern）と呼ばれるもので、REACH

の付属書 XIV に含まれるものである。SVHC は 1,500 ほどあるとも言われているが、2008

年 10 月に 15 物質が掲載された。現時点での SVHC を表 2-3-7 に示した。これらの 15 物

質については、成型製品中の製造・輸入量と濃度が基準を超えた場合には届け出が必要で

あるが、日本ではほとんど使用されていないものや、機械製品にはほとんど使用されてい

ないものもある。 
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表 2-3-7 REACH 付属書に掲載された SVHC（2008 年 10 月） 

物質名など 主な用途 

アントラセン 
CAS No. 120-12-7 

アントラキノン原料（→染料） 
カーボンブラック原料 
木材の保存剤、殺虫剤、塗料 

4,4'-メチレンジアニリン 
CAS No. 101-77-9 

ポリウレタン中間対の原料 
エポキシ樹脂の硬化剤 

フタル酸ジ-n-ブチル 
CAS No. 84-74-2 

塩化ビニル、酢酸ビニル、ニトロセルロース、メタクリル酸等
の樹脂の可塑剤、接着剤 
日本ではほとんど使われていない 

塩化コバルト 
CAS No. 7646-79-9 

乾湿指示薬（シリカゲル）、陶磁器の着色剤、メッキ、触媒の
製造、ビタミン B12 の原料、毒ガスの吸着剤 

五酸化二ヒ素 
CAS No. 1303-28-2 

ヒ素化合物製剤、木材防腐剤、防蟻剤、殺ソ剤、ガラスの脱色
剤 

三酸化二ヒ素 
CAS No. 1327-53-3 

液晶ガラス用途（ヒ素需要の７割以上）、金属ヒ素（半導体のド
ーパント）の原料 

重クロム酸二ナトリウム・二
水和物 
CAS No. 7789-12-0 

クロム化合物の原料、クロムなめし、黄鉛などクロム酸系顔料
の原料、金属表面処理（腐食防止） 

ムスクキシレン 
CAS No. 81-15-2 

セッケンをはじめ多くの調合香料 

フタル酸ビス（2-エチルヘキ
シル） 
CAS No. 117-81-7 

塩化ビニル、ニトロセルロース、メタクリル酸等の樹脂、塩化
ゴム等の可塑剤。 塗料、顔料、接着剤、潤滑油の添加剤。 

ヘキサブロモシクロドデカン 
CAS No. 25637-99-4 

発泡ポリスチレンなどの難燃剤、接着剤の硬化促進剤 
（PBDE の代替物質のひとつ） 

短鎖型塩化パラフィン 
CAS No. 85535-84-8 

主に金属工作油の添加物、難燃剤、可塑剤 

トリブチルスズオキシド 
CAS No. 56-35-9  

漁網防染剤、船底塗料、繊維・皮革などの防かび加工、木材の
防腐加工中間原料 

ヒ酸鉛 
CAS No. 7784-40-9 

農業用殺虫剤（日本では 78 年 12 月に登録失効） 

ヒ酸トリエチル 
CAS No. 15606-95-8 

－ 

フタル酸ブチルベンジル 
CAS No. 85-68-7 

塩化ビニル、ニトロセルロース樹脂の可塑剤（ 大の用途はビ
ニールタイルの製造）、日本では殆ど使われていない 
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2-4 米国の化学物質に対する仕組みの動向 

（１）化学物質管理政策 

米国の化学物質管理は、有害物質規制法（TSCA：Toxic Substances Control Act）と汚

染防止法（PPA：Pollution Prevention Act）を中心としている。TSCA は、人の健康およ

び環境を損なう不当なリスクをもたらす化学物質および混合物を規制することを目的とし

ている。化学物質を新規化学物質と既存化学物質に区分しており、新規化学物質につい 85

ては登録が中心となっている。既存化学物質についてはリスク評価が中心である。米国内

で製造され、もしくは輸入される既存化学物質は全て TSCA インベントリーと呼ばれるリ

ストで管理されている。現在、約 85,000 の化学物質がリストアップされている。 

 既存化学物質の有害性評価は、事業者の負担によって試験を行うこととなっていた。し

かし、評価作業が遅れたため、米国環境保護庁（EPA）は、「強制力のある同意協定（ECA：

Enforcement Consent Agreement）」や「自主試験協定（ VTA： Voluntary Testing 

Agreement）」を事業者と協議して結ぶなど柔軟な対応を行うようになってきている。 

 また、企業の自主的な取り組みによって既存化学物質の点検を加速させることを目的と

した HPV チャレンジプログラムが 1988 年から開始されている。HPV（High Production 

Volume Chemicals）は、米国で生産または輸入される高生産量化学物質の略号であり、

100 万ポンド（454t）以上のものが対象となっている。 

 米国では、1985 年に MSDS 制度が義務付けられた。根拠法としては、TSCA、スーパ

ーファンド改正および再授権法（Superfund Amendments and Reauthorization Act）、労

働安全衛生法（Occupational Safety and Health Act）、危険物質輸送法（Hazardous 

Materials Transportation Act）がある。MSDS の目的は、MSDS を整備・提供すること

によって、危険有害な化学物質・製品を安全に取り扱うために必要とされる情報を関係者

が共有し、危険有害な化学物質などによる人の健康被害や環境汚染を未然に防止すること

である。 

 MSDS の対象物質は、それぞれの根拠法に準拠する物質である。労働安全衛生法に準拠

する物質は、すべての輸入・製造される化学物質であり、製品としての混合物も含まれて

いる。TSCA に準拠する物質は、TSCA に関する実施規則 40CFR721 の中の Hazard 

Communication Program で規定された化学物質であり、約 760 種ある。スーパーファン

ド法に準拠する物質は、労働安全衛生法の規制に基づいた有害化学物質および健康危険有

害物質である。危険物質輸送法に準拠する物質は、危険有害な化学物質のリストのうち

reportable quantity 以上のものである。 
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（２）製品含有化学物質管理政策 

 米国には、連邦法としての成型製品含有化学物質に関する法律はない。しかし、いわゆ

るカリフォルニア RoHS と呼ばれる電子機器における有害物質の規制が行われている。ま

た、臭素系難燃剤の使用に関する規制などを定める州が増加してきている。 

 

（ａ）カリフォルニア RoHS 

 2007 年 1 月 1 日に SB20 という EU RoHS に倣った電子機器における有害化学物質の使

用を制限する法律が施行されている。これは、2003 年に発効した廃電子機器リサイクル法

（EWRA2003）と Health and Safety Code 25214.10 に基づいて有害物質を規制値以上含

有する製品の販売を禁止するものである。 

 カリフォルニア RoHSで規制の対象とされる有害物質とその規制値を表 2-4-1に示した。 

 

表 2-4-1 カリフォルニア RoHS の規制対象有害物質とその規制値 

有害物質 大許容濃度 

①鉛 0.1wt% 

②水銀 0.1wt% 

③カドミウム 0.01wt% 

④六価クロム 0.1wt% 

 

 カリフォルニア RoHS で販売禁止の対象となる製品を表 2-4-2 に示した。 

 

表 2-4-2 カリフォルニア RoHS で販売禁止の対象となる製品 

① ブラウン管付装置（ブラウン管装置） 

② ブラウン管 

③ ブラウン管付コンピュータモニタ 

④ 液晶表示付ラップトップコンピュータ 

⑤ 液晶表示付デスクトップコンピュータ 

⑥ ブラウン管テレビ 

⑦ 液晶表示スクリーン付テレビ 

⑧ プラズマテレビおよび液晶表示スクリーン付ポータブル DVD プレーヤー 

 



 16

また、最近の動きとしては、2008 年８月に懸念のある化学物質を特定し規制する法案

（AB 1879 と SB 509）がカリフォルニア州議会で採択された。AB1879 では、2011 年 1

月 1 日までに消費者向け製品中の化学物質の特定を行って、健康被害などの懸念のある化

学物質の評価し、規制の優先付けをすることが求められている。この法案の成立は、連邦

政府の有害化学物質規制に関する TSCA の見直しにつながるとも期待されている。 

 

（ｂ）臭素系難燃剤 

 臭素系難燃剤については、EU RoHS の禁止対象物質であるポリブロモジフェニルエー

テル（PBDE）具体的には、5-および 8-臭化ジフェニルエーテルの使用を禁止する州が増

加している（カリフォルニア州、ハワイ州、メーン州、ミシガン州、ミネソタ州、ニュー

ヨーク州、ワシントン州、メリーランド州など）。 

 また、EU RoHS では使用禁止とされていない deca-PBDE に関してもワシントン州とメ

ーン州で使用を禁止する法案が 2007 年に成立している。 
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2-5 カナダの化学物質対する仕組みの動向 

（１）化学物質管理政策 

 カナダの化学物質管理は、1988 年６月に制定された「カナダ環境保護法（CEPA：

Canadian Environmental Protection Act）」を中心としている。その後、国内物質リスト

が整備されて、1994 年７月からは新規物質届出制度が施行された（「カナダ新規物質届出

規則（化学品およびポリマー）」、および「新規物質の届出および試験に関するガイドライ

ン」）。 

 1999 年４月には、この法律を大幅に改定した「1999 年カナダ環境保護法（CEPA1999）」

が制定されて、2000 年３月から施行されている。 

CEPA では、1994 年以降、カナダで製造されたか、または、他国からカナダへ輸入され

た新規化学物質のすべてについての評価を行うことを義務付けている。 

また CEPA では、1994 年以前に導入された従来の化学物質についても、再調査および

評価を義務付けられている。 

 カナダでは、2006 年 9 月に化学物質管理計画（CMP：Chemicals Management Plan）

が策定された。CMP は、カナダで使用されている約 23,000 種類の既存化学物質がカテゴ

ライズされたことを受けて、化学物質の安全性の評価を行って、有害化学物質に対する管

理レベルの改善を目標としている。 

チャレンジプログラムとして、初年度は４バッチ（化学物質約 70 種）を発表し、関係

各社、各機関が積極的に関与して評価を行った。その後は２年でバッチ 5～12 を発表する

予定となっている。チャレンジプログラムの成果としては、PBDE、PFOS、テトラクロ

ロベンゼン、ペンタクロロベンゼン、2-メトキシエタノールの５つの化学物質を禁止とし

たことが挙げられる。 

2007 年６月には低リスク化学物質の暫定高速スクリーニングを完了し、754 種を「無毒

性」と判定した。中リスク化学物質のスクリーニングは 2009～2020 年に行う予定である。 

CMP は、既存化学物質のリスク評価を行うものであり、REACH とともに化学物質の体

系的な見直しの例である。ただし、EU REACH は、化学物質の製造や使用を行う企業が

化学物質の安全性の評価を行うこととされているのに対して、カナダのチャレンジプログ

ラムでは、政府が安全性に関する情報の収集を行っている。政府が規制を行う必要のある

と判断した化学物質の情報を開示して、企業がその化学物質に関する情報を有する場合に

は自主的に提出し、政府はその情報も加えて規制の必要性を判断することとなっており、

企業側にもメリットのある仕組みで運用されている。 
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 カナダの MSDS 制度は、1988 年に導入された危険有害性製品法（HPA：Hazardous 

Products Act）によって規定されている。MSDS の対象となる物質は、管理製品規制（CPR：

Controlled Products Regulation）で定義される管理製品と判断される物質、成分開示リ

スト（IDL：Ingredient Disclosure List）に収載された物質、供給者が危険有害物質と判

断した物質、毒性情報が未知な物質である。 

 

（２）製品含有化学物質管理政策 

 カナダには、電気電子機器のリサイクルに関する法律はないため、廃電気電子機器の大

半が埋め立て処分されており、環境への影響が懸念されている。これに対して、電気電子

機器メーカーは、自主的なリサイクル活動を開始しており、非営利団体 EPS Canada 

（Electronics Product Stewardship Canada）が設立されている。という廃電気電子機器

のリサイクルに関するガイダンスを発表している（2006 年）。その中では、鉛や水銀、PCB

が有害物質として取り上げられており、鉛や水銀、PCB を含む材料は分離して処分するこ

とが提唱されている。 

 

表 2-5-1 EPS Canada の「The Electronics Recycling Standard」における材料の分離 

4.1.1. 鉄 

4.1.2. 非鉄金属 

4.1.3. その他の金属（真ちゅう、青銅、金属粉） 

4.1.4. プラスチックス 

4.1.5. 木材 

無害な材料 

4.1.6. ガラス（鉛ガラスでない） 

4.1.7. ケーブル、ワイヤー 

4.1.8. プリント配線基板 電子廃物 

4.1.9. ハードディスクドライブやチップなどの部品 

4.1.10. ブラウン管（CRT）、CRTガラス、プラズマディスプレイ鉛ガラス

その他の鉛ガラス 

4.1.11. 二次電池 

4.1.12. 一次電池（アルカリ電池、鉛蓄電池、回路基板上のボタン電池） 

4.1.13. 鉛スイッチ 

4.1.14. PCBを含有する部材 

有害材料 

4.1.15. インク、トナーカートリッジ 

資料：http://www.epsc.ca/pdfs/March2006_RVQP_standard.pdf 
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 州単位では、廃電気電子機器のリサイクルが開始され始めている。ノバスコシア州では、

2008 年からコンピュータ、モニタ、テレビについて、回収・リサイクルが開始されている。 
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2-6 中国の化学物質に対する仕組みの動向 

（１）化学物質管理政策 

中国では、近年の急速な経済発展に伴い、都市部における大気汚染や廃棄物などの環境

問題が深刻化している。一方、都市部の環境規制を逃れるために地方に新設された工場が、

周辺環境の汚染源となっている。また、国外から不法に持ち込まれた電子機器の解体作業

が引き起こす汚染も大きな問題となっている。環境問題は中国における最重要課題の一つ

に数えられ、中国政府は 2001 年の世界貿易機関（WTO）加盟を契機として、国際的に調

和の取れた化学物質管理に取り組み始めた。 

 中国の基本的法律である憲法は全国人民代表大会が定め、基本的法律以外の法律は、全

国人民代表大会およびその常務委員会が制定する。最高行政機関である国務院は行政法規

を公布・施行し、国務院の下部組織である国務院行政部局や委員会などは部門規則を制定

する。そのほか、地方法規、地方政府規則（規章）などがある。 

 また、法律、行政法規、部門規則を根拠として「標準」が制定されている。「標準」はさ

らに国家標準、業界標準（SJ/T）、地方標準、企業標準に分類される。国家標準は国が定

めた標準で、番号に GB がついていれば強制標準を意味し、GB/T、BB/Z はそれぞれ推奨

標準、指導標準を意味している。 

 

（ａ）韓国の REACH への対応 

 EU の REACH 規則の登場は政府部門の高い関心を呼び、国家品質監督検験検疫総局は

2003 年から REACH 規則の対応に着手した。また、REACH 規則に対応する化学品安全評

価技術基準体系を構築している。具体的には 200 項目以上の REACH 規則に関連する化学

品安全測定評価基準と 30 項目以上の化学危険品系列国家基準が含まれている。さらに、

中国化学品安全情報プラットホーム、化学品安全データに関する中国最大のデータベース

を構築した。 

中国が REACH を重要視する大きな理由は、EU が中国の最大の貿易相手であるためで

ある。2007 年、対 EU 貿易は中国貿易の 16%を占めて１位となった。米国（13％）、日本

（10％）がこれに続いている。同年の化学品貿易額は、中国から EU への輸出が 1,150 億

米ドル、EU から中国への輸入が 1,238 億米ドルに達している。EU に輸出された汎用化学

品は 1,007 品目あり、そのうち 1,000 トン以上のものが 429 品目あった。 

1988 年９月１日に CCCMC（REACH Consulting Centre of MOFCOM）が北京で設立

された。会員数は 4,200 以上である。会員の輸出入は産業のほぼ 30%を占める。 

 CCCMC Europe はヘルシンキ REACH センターのメンバーになっており、すでに 20 回
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以上セミナーを開催している。 

 他のサービスとしては、物質評価、リスクアセスメント、OR 推薦、SIEF 管理、200 以

上の企業の OR などがある。 

現在、中国の化学物質毒性・生態安全性に関する技術基準システムは、国際水準と大き

な格差があり、REACH 規則に対応するための技術基準とラボの整備計画が新たに策定さ

れた。 

 国家品質監督検験検疫総局は、GHS 制度（化学品の分類および表示に関する世界調和シ

ステム）の実行と REACH の対応を推進し化学物質の鑑別と評価を行うため、広東、上海、

天津、遼寧、山東、江蘇、深セン、湖北、寧波の９か所の検験検疫局、および中国科学院

で計 10 か所の重点実験室を設置することを承認した。同時に、EU とデータの相互認証と

共有を実現するため、GLP（優良試験所基準）体系を構築するよう準備をしている。EU 域

内の 20 数カ国には、すでに 700 か所以上の GLP 実験室がある。 

企業の対応状況としては、中小企業の対応が遅れている。大多数の企業はまだ危機の重

大性を意識しておらず、消極的な態度で様子見の状況である。海外情報の入手が遅れて

67％の輸出が深刻な損失をもたらされているという。 

 一方、多国籍企業と国内有名ブランドの家電メーカは、早期対応準備を積極的に実施 

しており、いくつかの企業は、すでに各技術を完成して、教育訓練を実施し、全生産工程

中で有害物質の使用を制御している。 

 

（２）中国の製品含有化学物質管理の法制度 

 中国の製品含有化学物質管理の法制度としては、電子情報製品汚染制御管理弁法（中国

版 RoHS）、廃旧家電および電子製品回収処理管理条例（中国版 WEEE 指令）、新規化学物

質環境管理弁法およびそれらの上位法である固形廃棄物汚染環境防止法などがある。 

 なお、2007 年に公布、2008 年に施行された「電子廃棄物環境汚染防止管理弁法」は

WEEP とも呼ばれるもので、家電製品の設計や廃棄製品からの資源の利用率、環境破壊範

囲をコントロールする政策である。 

 

（ａ）固形廃棄物汚染環境防止法 

 2005 年４月１日に改正法が施行された。 

 改正法の重要な原則は、固形廃棄物の循環利用を奨励し、汚染者責任制度を全面的に確

立することにあり、以下のように規定している。 

・固形廃棄物環境汚染を防治するため、国家は汚染者に責任を負わせる 
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・製品の生産者、輸入業者、販売業者および使用者は、その発生した固形廃棄物に汚染

防治責任を負う 

 

（ｂ）電子情報製品汚染制御管理弁法（中国版 RoHS） 

 2006 年２月 28 日に交付、2007 年３月１日に施行された。 

 本法の目的は、①リサイクルを容易にする、②電子情報製品廃棄後の環境に対する汚染

の規制と削減、③低汚染電子情報製品の製造･販売促進、④環境および人体の健康保護、に

ある。輸出用製品の生産に対しては適用されない。 

 対象製品は電子レーダー製品、電子通信製品、ラジオ・テレビ製品、コンピュータ製品、

家庭用電子製品、電子計量機器製品、電子専用製品、電子部品・ユニット、電子応用製品、

電子材料製品などの製品とその部品であり、白物家電は適用除外である。 

 有毒物質･元素は、EU の RoHS と同じで、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、

PBDE である。それ以外に「国家が指定するそのほかの有毒有害物質」も入る。 

 

（ｃ）廃旧家電および電子製品回収処理管理条例（中国版 WEEE 指令） 

 2004 年９月 17 日に公布、2005 年９月 30 日に施された。 

 EU の WEEE 指令、日本の家電リサイクル法とほぼ同じ内容であるが、WEEE 指令で

は規制していない旧家電製品（性能は古いが、継続使用可能な製品）と廃家電製品（継続

使用不可能な製品）を区別して規制している。 

 適用製品は、テレビ、電気冷蔵庫、洗濯機、エアコン、コンピュータの５品目である。 

 

（ｄ）新規化学物質環境管理弁法（中国の化審法） 

 2003 年９月 21 日に公布、同年 10 月 15 日に施行された。 

新規化学物質とは、申告時に中国領域内において製造または輸入された実績がない化学

物質を指し、製造または輸入した実績がある化学物質を収録した「中国現有化学物質名録

（IECSC）」（2005 年版には 44,922 件収録、うち CAS 登録番号があるのは 37,346 件）に

未収録の化学物質がこれに該当する。 

 農薬、化粧品等の製品自体は申告不要であるが、製品中に含有される新規化学物質は申

告が必要である。また、放射性物質や花火など他の法律で管理される物質、天然物、ガラ

ス原料などの特殊なカテゴリーに分類される物質、不純物・副生物などは申告対象外であ

る。 
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2-7 韓国の化学物質に対する仕組みの動向 

（１）化学物質管理政策の背景 

 韓国では、1980 年代後半までは中央集権のもとで、環境への配慮より工業の発展が重

視されてきた。しかし、国際経済社会で重要な位置を占めるにつれて、環境政策が重要な

課題となってきた。1990 年には環境庁が環境省に格上げされた。1996 年に OECD に加盟

したことにより、さらに国際的な環境保護の枠組みとの整合性の必要性が高まった。現在

では、リスク管理に向けて法整備が行われ、アジアの中でも日本とならび PRTR 制度を逸

早く導入し、製品含有化学物質政策も積極的に策定するなど、先進的な取組みを行ってい

る。 

 韓国の化学物質管理の法体系は、ドイツと日本の法体系をモデルとしており、本法とし

ての「法律」と、その実施に必要な細則としての大統領令（施行令）と部令（施行規則)

と告示の４段階で構成されている。有害化学物質管理法も法の下に、詳細を規定した有害

化学物質管理施行令、有害化学物質管理施行規則、化学物質の有害性審査等に関する規定

が整備されている。 

 有害化学物質管理法を中心として関連法が整備され、MSDS に関しては産業安全保健法、

排出に関しては大気、水質、廃棄物、土壌について各々法律が制定されている。製品含有

化学物質に関しては、品質および消費製品安全管理法、電気電子製品および自動車の資源

循環に関する法律が制定されている。 

 

（ａ）有害化学物質管理法 

 1990 年に公布、1991 年２月に施行された。その後 1996 年の OECD 加盟を受けて、監

視物質を新たに設けるなどの改正を行った。 

  化学物質は以下のように分類される。 

  一般化学物質（特定の規制なし）：40,000 種 

  有害化学物質（人健康または環境にとって有害なもの）：558 種 

  監視対象物質（人健康または環境にとって有害性を持つ可能性があるもの）：21 種 

  規制･禁止化学物質（人健康または環境にとって重大な有害性を持つもの）5/58 種 

  事故警戒物質（高い急性毒性、爆発危険性などにより、事故発生時に高い危険性を

もたらすもの）：56 種  

 また、2006 年１月から施行された 2004 年の改正では、人体および環境へのリスクアセ

スメントおよび高リスク化学物質の取り扱いの制限が導入された。高リスクとされる 16

物質についてはリスクアセスメントを実施し、環境および魚介類中の濃度を測定した後に、
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適切な管理方法を提示する予定になっている。 

 

（ｂ）韓国の REACH への対応 

 EU は韓国の重要な輸出先であり、2006 年には中国に次いで第２の輸出相手国になって

いる。韓国の EU REACH への対応は積極的であり、2006 年９月に環境部の下に「REACH

タスクフォース」を発足させたほか、産業界向けの「ヘルプデスク」を設けるなど、EU

と足並みをそろえる姿勢がうかがえる。 

 

 環境部は REACH の初期段階において主導的に対応した。関連産業に体系的な支援サー

ビスを提供し、国内化学物質管理システムを改善することを目標として 2006 年９月に

「REACH タスクフォース」を設置した。また、セミナー、E-ラーニング、ガイダンス作

成、企業訪問サービス、産業界向け「ヘルプデスク」の運営も行っている。 

 一方、知識経済部は REACH ビジネスサービスセンター（http://www.reach.or.kr）の

設立、化学物質情報支援システムの解説、OR リストの提供などを行っている。 

 また、韓国在欧環境委員会は、欧州でヘルプデスクの運営を行っている 

 

 EU は韓国の大事な輸出相手国であり、韓国では EU に合わせた法令作りが行われてい

るといわれている。製品含有化学物質管理システムについては、独自のシステムを開発す

るよりは日本と共通の仕組みにしたいと考えているようである。実際、サムソン、LG 電

子は JAMP の会員であり、JAMP に期待している。JAMP の国際委員会は韓国への働きか

けを行っている。 

 

 

（２）韓国の製品含有化学物質管理の法制度 

（ａ）電気電子製品および自動車の資源循環に関する法律（韓国版 RoHS） 

 2007 年４月に成立、2008 年１月１日に施行された。条文構成は、EU の RoHS 指令、

WEEE 指令と ELV 指令の要求事項を併せ持つ広範囲な規制となっている。 

規制対象化学物質は、韓国で製造･輸入される電気電子製品および自動車に含まれる鉛、

水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE の６物質である。 

 規制対象製品は、電気製品 10 品目（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、コンピュー

タ、携帯電話、オーディオ、ファックス、プリンター、コピー機）と乗用車（cars）、客用

乗用車（バス等）、3.5 トン以下のトラックである。 
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 製造者または輸入者は、材料の配合、有害物質、分解方法などの情報をリサイクル業者

に提供しなければならない。 
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2-8 オーストラリアの化学物質に対する仕組みの動向 

（１）化学物質管理政策 

 オーストラリアの新規化学物質届出制度は、1989 年工業化学品（届出・審査）法／ 1990 

年工業化学品（届出・審査）規則で規定され、NICNAS が所管している。既存化学物質リ

スト（AICS）に収載されていない工業化学品を製造・輸入する場合、事前に届出が要求さ

れ、審査後、審査証明書が交付され製造・輸入が可能となる。届出は、化学品の導入目的、

数量、ポリマーか否か、等によりいくつかのカテゴリーに分かれており、それぞれ提出す

るべき情報、審査期間が異なる。  

 

AICS とは、Australian Inventory of Chemical Substances（オーストラリア化学物質

目録）の略称である。この AICS は、現存する化学物質から新種の化学物質を識別するデ

ータ・リストで、オーストラリア連邦政府下の National Industrial Chemicals Notification 

and Assessment Scheme(NICNAS)の下で管理・運用されており、1977 年 1 月 1 日から

1990 年 2 月 28 日までの間にオーストラリアで使用された全ての工業化学品、3 万 8,000

種以上がリストアップされ、さらに新たに評価した化学物質と訂正事項が必要に応じて収

載されている。これらの 3 8,000 種以上の化学物質は、公開区分（Non-confidential Section）

と非公開区分（Confidential Section）とに分かれている。 

同国に輸入される化学物質が、AICS のリストに収載されていない場合は、同国法令

Industrial Chemicals(Notification & Assessment)Act 1989 の適用範囲外であるかまたは、

告示(Notification)が免除されていない限り、新規化学物質とされ、輸入者は同法の規定に

より、NICNAS に情報提供をし、評価を受けなければならない。その主旨は労働者や一般

国民の安全と環境の保全のために、科学的にこれらの新規化学物質を評価することにある。 

新規化学物質とされた場合は、輸入前に NICNAS により、評価・告示されることが必

要である。既存の化学物質についても、NICNAS は健康や環境に対する影響への危惧に応

じてランク付けし、優先度の高いものから再評価をしている。この再評価の際にも輸入者

は NICNAS への当該化学物質の情報の提供が求められる。 

 

当該化学品が AICS 収載化学物質であるかどうかを調査する方法は、公開区分に収載さ

れている化学物質であれば AICS Search で調査することができる。あるいは NICNAS に

所定の調査依頼書を提出して調査をしてもらうこともできる。一方非公開区分に収載され

ているかについては、AICS Search での調査はできないので、NICNAS 宛に非公開化学物

質用の調査依頼書と「公開区分での調査では当該化学物質の収載がなかった」旨の書面と
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ともに、「オーストラリアに当該化学物質を持ち込むのは善意の意図（ Bona Fide 

Intention）による」旨の宣言文を付して調査を依頼することになる。 

AICS Search のほか、Industrial Chemicals(Notification & Assessment)Act 1989 およ

び AICS 登録のフォームや AICS への登録内容、非公開登録ガイドライン、化学物質の安

全性の評価方法・評価レポートなど化学品に関する管理情報はすべて NICNAS のホーム

ページから入手できる。 
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2-9 インドの化学物質に対する仕組みの動向 

（１）化学物質管理政策 

１）インドの環境汚染防止に関する法律 

 インドでは、1974 年に環境汚染防止に関する最初の法律として「水（予防と規制）法

1974」が制定された。その後、1981 年には「大気（予防と規制）法 1981」が、1986 年

には「環境保護法 1986」が制定されるなど環境汚染に対する法律が整備されてきている。

さらに 1989 年には「有害廃棄物（管理と取り扱い）法 1989」が制定されている。 

 

1. The Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, and its amendments; 

2. The Water (Prevention & Control of Pollution) Cess Act, 1974 and its amendments; 

3. The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and its amendments; 

4. The Environment (Prevention) Act, 1986 and its amendments, 

(a) National Environmental Tribunal Act of 1995 and 

(b) National Environmental Appellate Authority Act of 1997; 

5. Hazardous Waste (Management and Handling) Rules, July 1989 and 

6. The Public Liability Insurance Act, 1991. 

 

２）有害物質管理に関する規則 

インドには、有害物質の管理に関する規則と通知があり、蓄電池や微生物、廃棄物、医

療廃棄物などの管理と取り扱いが規制されている。有害化学物質に関しては、「有害化学物

質の製造、貯蔵、輸入に関する規則 1989 およびその修正 2000」がある。 

 

規則 

1. S.O.432 (E), [16/5/2001] 

The Batteries (Management and Handling) Rules, 2001. 

2. S.O.908 (E), [25/9/2000] 

The Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000. 

3. S.O.705 (E), [2/9/1999] 

The Recycled Plastics Manufacture and Usage Rules, 1999.  

1) S.O.698(E), [17/6/2003] 

The Recycled Plastics Manufacture and Usage (Amendment) Rules, 2003.  

4. S.O.243 (E), [26/3/1997] 
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Prohibition on the handling of Azodyes. 

5. G.S.R.347(E), [1/8/1996] 

The Chemical Accidents (Emergency Planning, Preparedness and Response) Rules, 

1996. 

6. G.S.R.1037 (E), [5/12/1989] 

The Rules for the Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous 

micro-organisms Genetically engineered organisms or cells. 

1) G.S.R. 616(E), [20/09/2006] 

The Rules for the Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous 

micro-organisms Genetically engineered organisms or cells (Amendment). 

2) S.O.1519(E), [23/08/2007] 

The Rules for the Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous 

micro-organisms Genetically engineered organisms or cells (Amendment). 

3) S.O.411(E), [25/02/2008] 

The Rules for the Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous 

micro-organisms Genetically engineered organisms or cells, Notification. 

7. S.O.966 (E), [27/11/1989] 

The Manufacture, Storage and import of Hazardous Chemical Rules, 1989. 

1) S.O.57(E), [19/1/2000] 

The Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical (Amendment) 

Rules, 2000. 

8. S.O.594 (E), [28/7/1989] 

The Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules, 1989. 

1) S.O.1676(E), [28/09/2007] 

The Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules, Draft. 

2) S.O.24(E), [6/1/2000] 

The Hazardous Wastes (Management and Handling) Amendment Rules, 2000. 

3) S.O.593(E), [20/5/2003] 

Hazardous Wastes (Management and Handling) Amendment Rules, 2003. 

9. S.O.630 (E), [20/7/1998] 

The Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998. 

1) S.O.1069(E), [17/9/2003] 
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Bio-Medical Waste (Management and Handling) (Amendment) Rules, 2003. 

10. S.O.253 (E), [19/02/2007] 

Amendments to S.O. 489(E), dated 30/04/2003 Taj Trapezium Zone Pollution 

(Prevention and Control) Authority.  

 

通知 

1. S.O.513 (E) 

Fly ash in construction activities, Responsibilities of Thermal Power Plants and 

Specifications for use of ash-based products/responsibility of other agencies, 

Notification, dated 03 April 2007. 

2. S.O.843 (E), [7/7/2000]  

Reorganization of the laboratories that are allowed to use of pathogenic micro 

organisms or genetically engineered organisms or cells for the purposes of 

research. 

3. S.O.763 (E), [14/9/1999] 

Dumping and disposal of fly ash discharged from coal or lignite based thermal 

power plants on land. 

1) S.O.979(E), [27/8/2003] 

Amendments to S.O.763 (E) dated 14/9/1999 

4. Draft Notification for comments within two months from all concerned. (Emission 

Standards for common Hazardous waste Incinerators). 

 

 

（２）「有害化学物質の製造、貯蔵、輸入に関する規則 1989 およびその修正 2000」で規制

されている化学物質 

 

「有害化学物質の製造、貯蔵、輸入に関する規則 1989 およびその修正 2000」では、684

種類の化学物質が対象とされている。これらの化学物質は、毒性化合物と引火性化合物、

爆発物の３つに大きく分類されている。毒性化合物は、毒性の強さによって、高毒性化合

物と極めて毒性の強い化合物、毒性のある化合物の３つに分類されている。 
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表 2-9-1 インドの毒性化学物質の分類 

毒性の強さ 

経口毒性 

LD50(mg/kg) 

試験動物体重当たり 

経皮毒性 

LD50(mg/kg) 

試験動物体重当たり 

吸引毒性（４時間） 

LD50(mg/kg) 

試験動物体重当たり 

極めて毒性の高い

化合物 
5 未満 40 未満 0.5 未満 

高毒性化合物 5～50 40～200 0.5～2.0 

毒性のある化合物 50～200 200～1000 2～10 

 

 

 有害化学物質に関しては、使用量に応じて２種類の情報提供が求められている。 

 

表 2-3-2 インドの有害化学物質の使用量と情報提供 

使用量が少ない場合 

重大事故の通知 

主な使用場所 

操業に関する報告 

使用現場における緊急事態対策 

重大事故によって影響を受ける人への情報提供 

使用量が多い場合 

安全性報告書 

安全性報告書の改定 

当局への追加情報提供 

 

 

表 2-3-3 インドの有害化学物質の情報提供に対する使用量の閾値 

閾値 

No. 化学物質名 使用量が少

ない場合 

使用量が

多い場合 

CAS No. 

GROUP 1-TOXIC SUBSTANCES 

1 Aldicarb 100 kg  116-06-3 

2 4-Aminodiphenyl 1 kg  96-67-1 

3 Amiton 1 kg  78-53-5 

4 Anabasine 100 kg  494-52-0 

5 Arseinc pentoxide, Arsenic (V) acid & salts 500 kg   

6 Arsenic trioxide, Arseius (III) acid & salts 100 kg   

7 Arsine (Arsenic hydride) 10 kg  7784-42-1 



 32

8 Azinphos-ethyl 100 kg  2642-71-9 

9 Azinphos-melhyl 100 kg  86-50-0 

10 Benzidine 1 kg  92-87-5 

11 Benzidine salts 1 kg   

12 Beryllium (powders, compounds} 10 kg   

13 Bis (2-chloroethyl) sulphide 1 kg  505-60-2 

14 Bis (chloromethyl) ether 1 kg  542-88-1 

15 Carbophuran 100 kg  1563-66-2 

16 Carbophenothion 100 kg  786-19-6 

17 Chlorefenvinphos 100 kg  470-90-6 

18 4-(Chloroformyl) morpholine 1 kg  15159-40-7 

19 Chloromethyl methyl ether 1 kg  107-30-2 

20 Cobalt (metal, oxides, carbonates, 

sulphides, as powders) 

1 t   

21 Crimidine 100 kg  535-89-7 

22 Cynthoate 100 kg  3734-95-0 

23 Cycloheximide 100 kg  66-81-9 

24 Demeton 100 kg  8065-48-3 

25 Dialifos 100 kg  10311-84-9 

26 OO-Diethyl S-ethylsulphinylmethyl 

phosphorothiate 

100 kg  2588-05-8 

27 OO-Diethyl S-ethylsulphonylmethyl 

phosphorothioate 

100 kg  2588-06-9 

28 OO-Dielhyl S-ethyllhiomethyl 

Phosphorothioate 

100 kg  2600-69-3 

29 OO-Diethyl S-isopropylthiomethyl 

phosphorodithioate 

100 kg  78-52-4 

30 OO-Diethyl S-propylthiomethyl 

phosphorodithioate 

100 kg  3309-68-0 

31 Dimefox 100 kg  115-26-4 

32 Dimethylcarbamoyl chloride 1 kg  79-44-7 

33 Dimethylnitrosamine 1 kg  62-75-9 

34 Dimethyl phosphoramidocynicidic acid 1 t  63917-41-9 

35 Diphacinone 100 kg  82-66-6 

36 Disulfoton 100 kg  298-04-4 

37 EPN 100 kg  2104-64-5 

38 Ethion 100 kg  563-12-2 

39 Fensulfothion 100 kg  115-90-2 

40 Fluenetil 100 kg  4301-50-2 

41 Fluroacetic acid 1 kg  144-49-0 

42 Fluoroacetic acid, salts 1 kg   

43 Fluoroacelic acid, esters 1 kg   

44 Fluoroacetic acid, amides 1 kg   

45 4-Fluorobutyric acid 1 kg  462-23-7 

46 4-FIuorobutyric acid, salts 1 kg   

47 4-Fluorobutyric acid, esters 1 kg   

48 4-Fluorobutyric acid, amides 1 kg   

49 4-Florocrotonic acid 1 kg  37759-72-1 
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50 4-Fluorocrotonic acid, salts 1 kg   

51 4-Fluorocrotonic acid, esters 1 kg   

52 4-Fluorocrotonic acid, amides 1 kg   

53 4-Fluoro-2-hydroxybutyric acid, amides 1 kg   

54 4-Fluoro-2-hydroxybutyric acid, salts 1 kg   

55 4-Fluoro-2-hydroxybutyric acid, esters 1 kg   

56 4-Fluoro-2-hydroxybutyric acid, amides 1 kg   

57 Glycolonitrile (Hydroxyacetonitrile) 100 kg  107-16-4 

58 1, 2, 3, 7, 8, 9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 100 g  194-8-74-3 

59 Hexamethylphosphoramide 1 kg  680-31-9 

60 Hydrogen sclenide 10 kg  7783-07-5 

61 Isobenzan  100 kg  297-78-9 

62 Isodrin  100 kg  465-73-6 

63 Juglone (5-Hydroxynaphithalene 1, 4 dione) 100 kg  481-39-0 

64 4, 4-Methylenebis (2-chloroniline)  10 kg  101-14-4 

65 Methyl isocynate 150 kg 150 kg 624-83-9 

66 Mevinphos 100 kg  7786-34-7 

67 2-Naphlhylamine 1 kg  91 -59-8 

68 2-Nickcl (metal, oxides, carbonates, 

sulphides, as powders) 

1 t   

69 Nickel tetracarbonyl 10 kg  13463-39-3 

70 Oxygendisulfoton 100 kg  2497-07-6 

71 Oxygen difuoride 10 kg  7783-41-7 

72 Paraxon (Diethyl 4-nitsphenyl phosphate) 100 kg  311 -45-5 

73 Parathion 100 kg  56-38-2 

74 Parathion-methyl 100 kg  298-00-0 

75 Pentaborane 100 kg  19624-22-7 

76 Phorate 100 kg  298-02-2 

77 Phosacetim 100 kg  4104-14-7 

78 Phosgene (carbonyl chloride) 750 kg 750 kg 75-44-5 

79 Phosphamidon 100 kg  13171-41-6 

80 Posphine (Hydrogen phosphide) 100 kg  7803-51 -2 

81 Promurit (1-(3, 4-dichlorophenyl)-3 

triazenethiocarboxamide) 

100 kg  5836-73-7 

82 1, 3-Propanesultone 1 kg  1120-7t-4 

83 1 -Propen-2-chloro- 1, 3-diol diacetate 10 kg  10118-72-6 

84 Pyrazoxon 100 kg  108-34-9 

85 Selenium hexafluoride 10 kg  7783-79-1 

86 Sodium selenite 100 kg  10102-18-8 

87 Stibine (Antimony hydride) 100 kg  7803-52-3 

88 Sulfotep 100 kg  3689-24-5 

89 Sulphur dichloride 1 t  10545-99-0 

90 Tellurium hexanuroride 100 kg  7783-80-4 

91 TEPP 100 kg  107-49-3 

92 2, 3, 7, 8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 

(TCDD) 

1 kg  1746-01 -6 

93 Tetramethylenedisulphotetramine 1 kg  80-12-6 

94 Thionazin 100 kg  297-97-2 
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95 Tirpate (2, 4-Dimethyl-l, 

3-dilhiolane-2-carboxaldehyde 

O-methylcarbarnoyloxime) 

100 kg  26419-8 

96 Trichloromethanesulphenyl chloride 100 kg  594-42-3 

97 1-Tri (cyclohexyl) stannyl-l H-1, 2,. 

4-triazole 

100 kg  41083-11-8 

98 Triethylenemelamine 10 kg  51-18-3 

99 Warfarin 100 kg  81-81-2 

GROUP 2-TOXIC SUBSTANCES 

100 Acetonecyanohydrin (2-Cyanopropan-2-01) 200 t  75-86-5 

101 Acrolein (2-Propenal) 20 t  107-02-8 

102 Acrylonitrile 20 t 200 t 107-13-1 

103 Allyl alcohol (Propen-1-01) 200 t  107-18-6 

104 Alylamine 200 t  107-11-9 

105 Ammonia 50 t 500 t 7664-41-7 

106 Bromine 40 t  7726-95-6 

107 Carbon disulphide 20 t 200 t 75-15-0 

108 Chlorine 10 t 25 t 7782-fO 5 

109 Dipneyl ethane di-isocynate (MDI) 20 t  101-68-8 

110 Ethylene dibromide (1, 2-Dibromoethane) 5 t  106-93-4 

111 Ethyleneimine 50 t  151-56-4 

112 Formaldehyde (concentration ・90%) 5 t  50-00 0 

113 Hydrogen chloride (liquified gas) 25 t 250 t 7647-01-0 

114 Hydrogen cynide 5 t 20 t 74-90-8 

115 Hydrogen fluoride 5 t 50 t 7664-39-3 

116 Hydrogen sulphide 5 t 50 t 7783-06-4 

117 Methyl bromide (Bromomethane) 20 t  74-83-9 

118 Nitrogen oxides 50 t  11104-93-1 

119 Propylineimine 50 t  75-55-8 

120 Sulphur dioxide 20 t 250 t 7446-09-5 

121 Sulphur trioxide 15 t 75 t 7446-11-9 

122 Tetraethyl Iead 5 t  78-00-2 

123 Tetramethyl Iead 5 t  75-74-1 

124 Toluene di-isocvnate (TDI) 10 t  584-84-9 

 

（３）製品含有化学物質に関する規制 

インドには、有害廃棄物に関する法律と有害化学物質に関する法律がある。しかし、化

学物質がどのように使われるかということに関してはこれらの法律はカバーしていない。

汚染予防といった課題に対しては、紙の上だけのものとなっている。現在、有害廃棄物に

関する法律を有害材料に関する法律に置き換えることを検討している。しかし、欧州とは

異なり、消費者の意識が追いついていないという指摘もあり、今後の法整備が待たれてい

る。 

 製品含有化学物質に関しては、国内に特定の規制はない。 
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 インドの REACH 対象物質については、合計で 163 トンと推定されている。 

 

図 2-9-1 インドの REACH 対象物質の輸出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：EUROPEAN PARLIAMENT”IMPLICATIONS OF REACH FOR THE DEVELOPING COUNTRIES”（2006） 

 

 インドでは、欧州の REACH のような国際的な規制プログラムに対応するために、化学

品・肥料省がインド化学品生産者協会（ ICMA： Indian Chemical Manufacturers 

Association）と協同で３つの専門調査会を設置している。 

 １）第一専門調査会は、フレームワークを作るとともに、他の専門調査会の活動を調整

する。 

 ２）第二専門調査会は、GLP 研究室の開発を検討する。 

 ３）第三専門調査会は、REACH の下での IT サービスのハブの構築を検討する。 

 

 インド政府は、欧州の REACH 対策は、インドが強い TI 技術産業を拡大するチャンス

と捉えているようである。 

 

参考資料 

・インドの有害化学物質管理に関する規則、通知 

http://envfor.nic.in/legis/legis.html#J 
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・インドの環境汚染防止に関する法律 

http://www.petroleumbazaar.com/library/Pollution%20control%20acts%20&%20M

easures.pdf 

・インドの化学物質管理の状況 

http://www.downtoearth.org.in/full6.asp?foldername=20080630&filename=news&

sec_id=4&sid=38 

・インドの REACH 対策 

http://planningcommission.gov.in/aboutus/committee/wrkgrp11/wg11_subchem.pdf 

http://chemicals.nic.in/white_paper_qsar.pdf 

 

EUROPEAN PARLIAMENT”IMPLICATIONS OF REACH FOR THE DEVELOPING 

COUNTRIES”（2006） 

http://www.chemsec.org/documents/Implications_of_REACH.pdf 
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2-10 ブラジルの化学物質に対する仕組みの動向 

（１）化学物質管理政策 

 ブラジルには、有害化学物質を輸送したりする場合の安全確保のための連邦法がある。

また、アスベストや水銀といった特定の化学物質の管理に関する法律が、連邦法、州法に

ある。 

 さらに、FISPQ（Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos）という

MSDS 制度がある。 

 

表 2-10-1 ブラジルの化学物質による環境汚染防止に関する主な法律（農薬を除く） 

分 野 法律名 レベル 

水質汚染 

Law 9966 on the Prevention, Control & Enforcement of 

Pollution Caused By the Spillage of Oil & Other Noxious & 

Hazardous Substances in Waters Under National Jurisdiction 

国レベル 

有害化学物質 Decree on the Creation of a National Plan of Prevention, 

Preparation & Rapid Response to Environmental Emergencies 

Involving Hazardous Chemicals 

国レベル 

有害化学物質 
CONAMA Resolution 01/86A on the Transport of Hazardous 

Products 
国レベル 

有害化学物質 
Resolution - Complementary Instructions for Land Transport 

of Hazardous Products 
国レベル 

有害化学物質 
Resolution Approving Administrative Norm on the Control of 

Road Transport of Hazardous Products & Wastes 

州レベル 

Bahia 

有害化学物質 

Law Banning on the Construction of Storage Tanks for the 

Storage of Flammable Combustibles & Liquid or Gaseous 

Chemical Products Noxious to Health, Safety & the 

Well-Being of the Population in the Urban Perimeter of the 

Capital and Cities in the State's Interior 

州レベル 

Espirito Santo 

有害化学物質 
Decree Creating the State Program of Control of the 

Transport of Hazardous Products 

州レベル 

Mato Grosso do 

Sul 

有害化学物質 
Law on Divulging Chemical Elements That Cause Problems to 

Health 

州レベル 

Rio de Janeiro 

有害化学物質 
Law on the Transport of Hazardous Cargo in the State of Rio 

Grande do Sul 

州レベル 

Rio Grande do Sul

有害化学物質 

（アスベスト） 

Law 9.055 Disciplining the Extraction, Industrialization, 

Utilization, Sale & Transport of Asbestos & Products 

Containing Asbestos, as well as Natural & Artificial Fibers 

of Any Origin Used for the Same End 

国レベル 

有害化学物質 

（アスベスト） 

Law on the Progressive Substitution of the Production & 

Sale of Products Containing Asbestos 

州レベル 

Rio de Janeiro 

有害化学物質 

（アスベスト） 

Law on the Obligations of Fibro-Cement Firms for the Harm 

Cauased to the Health of Workers 

州レベル 

Rio de Janeiro 

有害化学物質 

（アスベスト） 

Law Banning the Use of Products, Materials or Artefacts 

that Contain Any Type of Asbestos or Any Other Minerals 

州レベル 

São Paulo 
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That, Accidentally, Have Asbestos Fibers in Their 

Composition 

有害化学物質 

（アスベスト） 

Prohibiting the Manufacture, Restricting the Use & Sale & 

Defining Deadlines for Banning Materials Produced with Any 

Form of Asbestos or Other Minerals or Materials that 

Contain it in Their Composition 

州レベル 

Campinas, SP 

有害化学物質 

（水銀） 

Decree on the Control of the Production & Placing on the 

Market of Substances that Entail Risk to Life, the Quality 

of Life & the Environment 

国レベル 

 

 

（２）ブラジルの製品含有化学物質管理に関する規制 

ブラジルの製品含有化学物質管理に関する規則としては、蓄電池に含有される水銀、カ

ドミウム、鉛に関する規制（CONAMA Resolution 257/99）がある。しかし、有害物質を

規制する体系的な法律はまだ整えられていない。 

 そこで、ブラジルでは、化学物質のライフサイクルにわたる管理を行うためのアクショ

ンプランが検討されている。2000 年に化学物質安全に関する国家委員会（CONASQ）が

設置され、国家化学物質安全プログラム（PRONASQ）が実施されている。 

 PRONASQ の主な活動は、化学物質管理の統制と検査や、GHS の促進、ブラジルの化

学物質管理の体系化などである。 

 ブラジルの REACH 対象物質については、合計で 152 トンと推定されている。 

 

図 2-10-1 ブラジルの REACH 対象物質の輸出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：EUROPEAN PARLIAMENT”IMPLICATIONS OF REACH FOR THE DEVELOPING COUNTRIES”（2006） 
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 欧州 REACH に関しては、ブラジル政府とブラジル化学産業界が対応を協力して行って

いる。具体的には、企業を集めて講習会を行ったり、REACH への登録の支援を行ったり

している。 

 

参考資料 

ブラジルの化学物質規制に関する法律 

http://www.temasactuales.com/laws_policies/legislation_hazsubs.html 

 

PRONASQ の概要 

http://www.gefweb.org/Documents/Council_Documents/GEF_C28/documents/2096Braz

ilPOPsbriefEXECSUM-resubfinal.pdf 

 

EUROPEAN PARLIAMENT”IMPLICATIONS OF REACH FOR THE DEVELOPING 

COUNTRIES”（2006） 

http://www.chemsec.org/documents/Implications_of_REACH.pdf 
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３．成型製品（Article）含有化学物質の情報管理に関するツールの動向 

3-1 日本の化学物質の情報管理に関するツールの動向 

（１）化学物質の情報管理とツール 

 EU REACH では、従来の MSDS のような上流企業から中流、下流企業への化学物質に

関する情報伝達だけでなく、下流側からの製品の使用、廃棄などに関する情報を伝達する

ことが求められている。すなわち、サプライチェーン全体における双方向の情報伝達が必

要とされる。 

 REACH では、「同一サプライチェーンの上流側が登録した物質に関しては義務を負わな

い」や「上流側の企業が作成した情報をサプライチェーンの下流まで（複数の企業が）伝

達リレーする義務」、「下流側が提供する用途情報をサプライチェーンの上流の企業に伝達

リレーする義務」、さらには「消費者が要求した場合、45 日以内に成型製品中に一定量含

まれる有害物質の名称を知らせる義務」などが規定されている。これらは、ある意味で斬

新な要求項目であり、新たな情報管理システムとツールが必要となる。化学物質に関する

情報管理ツールとしては、EU RoHS に対応するために日本で開発された「製品含有化学

物質管理ガイドライン」がある。これは、グリーン調達調査共通化協議会（JGPSSI）が

RoHS で要求されている６物質を中心とした化学物質の製品中の含有の有無について共通

のフォーマットを使うことを提唱したものである。 

 ここで提唱されたフォーマットは、米国電子連合会（EIA）、JEDEC ソリッドステート

技術協会（JEDEC）と JGPSSI という日米の電気電子機器の業界団体の協力によってジ

ョイント・インダストリー・ガイドライン（Joint Industry Guide for Material Composition 

Declaration for Electronics Products、略称 JIG）として改訂され、発表された。JIG に

ついては、REACH にも対応できるように検討が進められている。米国でのヒアリングで

は、米国企業団体としては、JIG を REACH における情報伝達ツールの標準にしたいと考

えているという意見があった。 

 一方、日本では、REACH の要求する情報伝達に対応できる新たなシステムの構築を目

的としてアーティクルマネジメント推進協議会（JAMP：Joint Article Management 

Promotion-consortium）が 2006 年 9 月に発足している。 

 また、自動車に関しては、EU ELV（廃車）指令に対応するために IMDS（International 

Material Data System）という、サプライチェーン環境情報伝達システムが開発されて運

用されている。 

 以下、こうした成型製品含有化学物質の情報伝達に関するシステム・ツールについて現

状と今後の動向を整理した。 
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（２）JAMP 

 JAMPは、製品含有化学物質管理ガイドラインを公開するとともに、MSDSPlusおよび

AISを開発し、化学物質のサプライチェーンマネジメントにける社会基盤と位置付けてい

る。またJAMP情報流通基盤（JAMP-GP）という情報交換システムの構築も行っている。 

 

図 3-1-1 JAMP の活動の概要 

 

 

 

 

化学物質・調剤製造企業  アーティクル製造企業      セットメーカー 

 

 

 

 

 

資料：JAMP 公開説明資料をもとに ARC 作成 

http://www.jamp-info.com/images/JAMP%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%EF%BC%90%EF%BC%9

6%EF%BC%92%EF%BC%98.pdf 

 

（ａ）製品含有化学物質管理ガイドライン 

製品が含有する化学物質を、製造者自らが自己適合宣言に基づき適切に把握･管理し、

関連する情報を適切に開示･伝達するために必要な要件や手順をとりまとめたガイドライ

ンであり、2007 年に一般向けに公開された。 

 

（ｂ）MSDSPlus（Material Safety Sheet） 

化学物質（サブスタンス）／調剤（プレパレーション）が含有する化学物質情報を開示・

伝達するために作られたシートであり、MSDS の記載対象から外れる、主に海外の化学物

質管理に関る法令対応で必要な情報を記載するものである。 

化学系の企業は、国が提供を義務付ける MSDS と MSDSPlus をセットでユーザへ提供

することで、REACH 規則をはじめとした化学物質管理に関わる法令対応で必要な情報を

サプライチェーン上に流すことができる。 

JAMP 製品含有化学物質管理ガイドライン 

（サプライチェーンを通じて利用可能） 

川上            川中            川下 

MSDSPlus 
AIS 

AIS 

MSDS JIG,IMDS など 

既存の仕組み 情報の橋渡し 

既存の仕組みとの整合性・継続性への配慮 
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（ｃ）AIS（Article Information Sheet） 

成型製品（アーティクル）が含有する、化学物質情報を開示・伝達するために作られた

シートであり、国内外の化学物質管理に関る法令対応で必要な情報を記載するものである。

アーティクルを製造する事業者は、自ら製造し販売するアーティクルの AIS を作成してユ

ーザへ提供することで、化学物質管理に関わる法令対応で必要な情報をサプライチェーン

上に流すことができる。 

 

（ｄ）JAMP-GP 

JAMP 情報流通基盤（JAMP-GP）は、システム管理機能および一元管理されたインデ

ックスを持ち、複数の企業からの「情報交換」要求を一括処理する機能を持つグローバル

ポータル（GP）と、ユーザが直接操作する画面機能や、MSDSplus と JAMP AIS ファイ

ルを保管するデータベース機能などを持つアプリケーションサービス(AS)で構成される、

化学物質の情報交換の基盤となるシステムである。 

ユーザは、インデックスを用いて JAMP-GP から必要なデータを引き出すことができる

ようになっている。 

 

（３）市販の REACH 対応システムの例 

 日本では、セットメーカーが自社の製品含有化学物質管理のために開発したシステムを

中小の企業にも使える形にして市販している。こうしたシステムの例を示す。なお、提供

されるサービスの内容や価格等は情報収集時点のものであり、あくまでも参考である。 

 

（ａ）NEC「ProChemist」 

http://www.nec.co.jp/press/ja/0806/2001.html 

サービスの概要と特長 

サービスメニュー 概要 価格(税別)

（１）業務構築支援サービス 

ProChemist(TM)/ 

法規制教育サービス 

化学物質法規制の解釈、お客様における規制への対応

方法を解説 

50 万円～ 

ProChemist(TM)/  

業務可視化サービス 

REACH に対応する業務プロセスを構築するために現状

業務プロセスを可視化し、課題を整理 

300 万円～ 

ProChemist(TM)/  

簡易コンサルティング 

REACH に対応した含有化学物質管理に必要なガイドラ

インやＮＥＣ独自のテンプレート(雛形)を用いて、短

期間での新たな業務フロー構築を支援 

180 万円～ 

（２）IT システム構築サービス 
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ProChemist(TM)/BM 含有化学物質情報の管理を支援する機能を提供するパ

ッケージソフトウェア 

 ・構成情報と SVHC 情報の統合管理  

 ・製品の SVHC 含有量の積上げ集計機能  

 ・NEC 製 PDM ソフトウエア「Obbligato II」を中心

とする設計/生産システム等との連携 

750 万円～ 

ProChemist(TM)/CS サプライチェーン上での情報伝達を支援する機能を提

供するパッケージソフトウェア 

 ・各種情報伝達シートの入出力機能 

 ・JAMP 情報伝達標準規格への対応機能  

 ・調査回答状況の一元管理機能 等 

100 万円～ 

（３）運用支援サービス 

ProChemist(TM)/  

運用教育サービス 

構築した IT システムをベースに、含有化学物質管理業

務を運用するための教育を支援  

50 万円～ 

ProChemist(TM)/ 

サプライヤ教育サービス 

お客様のサプライヤに対する法規制の解説や、含有化

学物質管理の方法について解説 

50 万円～ 

 

（ｂ）キヤノン IT ソリューション「Ecovation GreeN」 

http://www.canon-its.co.jp/environment/gpss/index.html 

ポイント 

・JGPSSI が推奨する JGP フォーマット対応の入出力インターフェース 

・調査回答業務における進捗管理 

・収集情報の集計･照会 

・100%含有化学物質(群)登録･照会 

  JIG で規制される化学物質群だけでなく、部品・材料が含有する全ての成分を化学物

質単位・群単位で登録し照会することにより、内外からの各種問い合わせへの迅速な対応

が可能。 

・各種規制に対応した判定サポート 

・エビデンス管理 

  含有化学物質情報は数値データ以外にも、ICP 等の実測資料・MSDS 等の設計資料、

不使用証明書等々各種文書を調査結果単位に管理可能。 

・ユーザ別セキュリティ管理 

価格 

  グリーン調達調査支援システム    ¥4,000,000 

   ＊スタンドアロン版           ¥1,500,000 

  ソフトウエア保守             ¥600,000／年 

   ＊スタンドアロン版           ¥300,000／年 
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（ｃ）日立の化学物質管理 ASP サービス「ChemicalMate」 

http://www.hitachijoho.com/solution/pai_s/chemicalmate/index.html 

対応標準フォーマット： JAMP AIS、JAMPMSDSplus、JAMA シート、JGPSSI フォ

ーマット 

機能 

機能 

大項目 中項目 
概要 

製品含有化学物質管理 

REACH 規則対応の化学物質管理機能を提供する。また、

REACH 規則対応に伴う、取引先からの問い合わせの記録

管理機能を提供する。 

構成情報管理 
製品や部品の構成要素(部品、材料)の階層構造を管理す

る機能を提供する。 

基 本 機

能 

文書管理 文書全般の管理機能を提供する。 

タスクマネージメント 作業全般の管理機能を提供する。 

JAMA/JGPSSI 入出力 
JAMA 統一データシート、JGPSSI 調査回答フォーマットへ

の入出力機能を提供する。 

オ プ シ

ョ ン 機

能 
法令チェック 

構成情報に基づき、製品や部品、材料と関連する法令、

その理由を一覧する機能を提供する。 

・価格：初期登録費用 5 万 2,500 円（税込） 

     基本サービス利用料（月額） 9,450 円（税込）～（1 ライセンスあたり） 

 

（ｄ）富士通「PLEMIA/ECODUCE」 

http://jp.fujitsu.com/solutions/plm/pdm/plemia/option-04.html 

基本機能 

製品環境情報管理機能 

製品の検索・照会ならびに含有する部品、材料、化学物質を一覧表示する。 

② 部品環境情報管理機能 

部品の検索・照会ならびに部品に含有する材料、化学物質を一覧表示する。逆展開機能

により任意の部品を使用するユニット、製品を表示できる。 

③ 材料情報管理機能 

材料の検索・照会ならびに材料に含有する化学物質を一覧表示する。問題材料を使用す

る部品の調査が迅速に行える。 

④ 化学物質管理機能 

化学物質の検索・照会ならびに任意の化学物質を含有する、材料、部品を一覧表示する。

問題物質を使用する材料、部品の調査が迅速に行える。 
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⑤ 法規制管理機能 

任意の法規制に対する規制対象物質の参照・登録が行える。 

 

（４）既存の製品含有化学物質調査システムにおける管理状況 

 REACH では、SVHC を 0.1wt%以上含む製品については、届出が必要である。2008 年

に 15 の SVHC が公表され、今後順次追加されていくと考えられる。しかし、RoHS 対応

のために JIG を基本としながらも、セットメーカー各社は REACH 対応をにらんで、グリ

ーン調達シートに化学物質を上乗せしている。表 3-1-1 に５社の製品含有化学物質管理の

状況を例示した。赤で示した SVHC についても各社とも管理物質としてすでにリストアッ

プされていた。REACH の付属書に掲載されている SVHC 候補物質のなかのいくつかにつ

いても、黄色で示した通り、すでにリストアップされているものがある。 

 

表 3-1-1 JIG の管理物質リストと５社の製品含有化学物質管理の状況 

化学物質名 JIG Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社 

アスベスト類 レベルA 

レベル１禁止物

質群（意図的な

使用禁止） 

禁止物質（濃度

によらない） 
含有禁止物 

禁止物質レベル１

（意図的使用禁止

かつ1000ppm未満） 

含有禁止物

質 

一部のアゾ染料・顔料

（特定アミンを生成す

る）：織物及び革製品

のみ 

レベルA 
レベル１禁止物

質群（30ppm） 

禁止物質（濃度

によらない） 
含有禁止物 

禁止物質レベル１

（意図的使用禁止

かつ特定アミンと

して

30mg/kg(30ppm)未

満） 

条件付含有

禁止物質 

カドミウム／カドミウ

ム化合物1 
レベルA 

レベル１禁止物

質群（100ppm）

禁止物質

（100ppm） 
含有禁止物 

禁止物質レベル１

（意図的使用禁止

かつ100ppm未満） 

条件付含有

禁止物質 

六価クロム化合物 レベルA 
レベル１禁止物

質群（1000ppm）

禁止物質

（1000ppm） 
含有禁止物 

禁止物質レベル１

（意図的使用禁止

かつ100ppm未満） 

条件付含有

禁止物質 

鉛／鉛化合物 レベルA 
レベル１禁止物

質群（1000ppm）

禁止物質

（1000ppm） 
含有禁止物 

禁止物質レベル１

（意図的使用禁止

かつ100ppm未満） 

条件付含有

禁止物質 

水銀／水銀化合物 レベルA 
レベル１禁止物

質群（1000ppm）

禁止物質

（1000ppm） 
含有禁止物 

禁止物質レベル１

（意図的使用禁止

かつ100ppm未満） 

条件付含有

禁止物質 

オゾン層破壊物質 レベルA 

レベル１禁止物

質群（意図的な

使用禁止） 

禁止物質（濃度

によらない） 
含有禁止物 

禁止物質レベル１

（意図的使用禁止） 

含有禁止物

質 

ポリ臭化ビフェニ－ル

類(PBB類) 
レベルA 

レベル１禁止物

質群（1000ppm）

禁止物質

（1000ppm） 
含有禁止物 

禁止物質レベル１

（意図的使用禁止

かつ1000ppm未満） 

条件付含有

禁止物質 

ポリ臭化ジフェニルエ

－テル類(PBDE類) 
レベルA 

レベル１禁止物

質群（1000ppm）

禁止物質

（1000ppm） 
含有禁止物 

禁止物質レベル１

（意図的使用禁止

かつ1000ppm未満） 

条件付含有

禁止物質 

ポリ塩化ビフェニルお

よびポリ塩化ターフェ

ニル類(PCB類、PCT類) 

レベルA 

レベル１禁止物

質群（意図的な

使用禁止） 

禁止物質（濃度

によらない） 
含有禁止物 

禁止物質レベル１

（意図的使用禁止） 

含有禁止物

質 
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ポリ塩化ナフタレン

(塩素数が3以上) 
レベルA 

レベル１禁止物

質群（意図的な

使用禁止） 

禁止物質（濃度

によらない） 
含有禁止物 

禁止物質レベル１

（意図的使用禁止） 

含有禁止物

質 

放射性物質 レベルA 
レベル2管理物

質群 

禁止物質（濃度

によらない） 

含有管理物質Ａ

（意図的添加に

よる含有有無及

び含有量の把

握、管理） 

管理物質   

一部の短鎖型塩化パラ

フィン（C10－C13） 
レベルA 

レベル１禁止物

質群（意図的な

使用禁止） 

禁止物質（濃度

によらない） 
含有禁止物 

禁止物質レベル１

（意図的使用禁止） 

含有禁止物

質 

一部のトリブチルスズ

(TBT)、トリフェニルス

ズ(TPT) 

レベルA 
レベル2管理物

質群 

禁止物質（濃度

によらない） 
含有禁止物 

禁止物質レベル１

（意図的使用禁止） 

含有禁止物

質 

トリブチルスズ＝オキ

シド（TBTO） 
レベルA 

レベル１禁止物

質群（意図的な

使用禁止） 

禁止物質（濃度

によらない） 
含有禁止物 管理物質 

含有禁止物

質 

アンチモン／アンチモ

ン化合物 
レベルB 

レベル2管理物

質群 
管理物質 

含有管理物質Ａ

（意図的添加に

よる含有有無及

び含有量の把

握、管理） 

管理物質   

ヒ素／ヒ素化合物 レベルB 
レベル2管理物

質群 
管理物質 

含有管理物質Ａ

（意図的添加に

よる含有有無及

び含有量の把

握、管理） 

管理物質   

ベリリウム／ベリリウ

ム化合物 
レベルB 

レベル2管理物

質群 
管理物質 

含有管理物質Ａ

（意図的添加に

よる含有有無及

び含有量の把

握、管理） 

管理物質   

ビスマス／ビスマス化

合物 
レベルB 

レベル2管理物

質群 
管理物質 

含有管理物質Ａ

（意図的添加に

よる含有有無及

び含有量の把

握、管理） 

管理物質   

臭素系難燃剤（ＰＢＢ

類またはＰＢＤＥ類を

除く） 

レベルB 
レベル2管理物

質群 
管理物質 

含有管理物質Ａ

（意図的添加に

よる含有有無及

び含有量の把

握、管理） 

管理物質   

一部のフタル酸エステ

ル類 
レベルB 

レベル2管理物

質群 
管理物質 

含有管理物質Ａ

（意図的添加に

よる含有有無及

び含有量の把

握、管理） 

管理物質   

ニッケル（特定用途の

み） 
レベルB 

レベル2管理物

質群 
管理物質 

含有管理物質Ａ

（意図的添加に

よる含有有無及

び含有量の把

握、管理） 

管理物質 
条件付含有

禁止物質 

ポリ塩化ビニル（PVC） レベルB 
レベル2管理物

質群 
管理物質 含有制限物質     
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セレン／セレン化合物 レベルB 
レベル2管理物

質群 
管理物質 

含有管理物質Ａ

（意図的添加に

よる含有有無及

び含有量の把

握、管理） 

管理物質   

REACH想定物質   
レベル2管理物

質群 
        

４－アミノジフェニル

及びその塩 
    

禁止物質（濃度

によらない） 
      

アルドリン     
禁止物質（濃度

によらない） 
      

エンドリン     
禁止物質（濃度

によらない） 
      

黄りん（マッチ）     
禁止物質（濃度

によらない） 
      

クロルデン類     
禁止物質（濃度

によらない） 
      

Ｎ，Ｎ’－ジトリル－

パラ－フェニレンジア

ミン、Ｎ－トリル－Ｎ’

－キシリル－パラ－フ

ェニレンジアミン、Ｎ，

Ｎ’－ジキシリル－パ

ラ－フェニレンジアミ

ン 

    
禁止物質（濃度

によらない） 
      

ダイオキシン類     
禁止物質（濃度

によらない） 
      

ＤＤＴ     
禁止物質（濃度

によらない） 
      

ディルドリン     
禁止物質（濃度

によらない） 
      

トキサフェン     
禁止物質（濃度

によらない） 
      

２，４，６－トリ－ｔ

－ブチルフェノール 
    

禁止物質（濃度

によらない） 
      

β－ナフチルアミン及

びその塩 
    

禁止物質（濃度

によらない） 
      

４－ニトロジフェニル

及びその塩 
    

禁止物質（濃度

によらない） 
      

ビス（クロロメチル）

エーテル 
    

禁止物質（濃度

によらない） 
      

ヘキサクロロベンゼン     
禁止物質（濃度

によらない） 
      

ベンジジン及びその塩     
禁止物質（濃度

によらない） 
      

ベンゼン     
禁止物質（濃度

によらない） 

含有管理物質Ｂ

（意図的添加に

よる含有有無の

把握、管理） 

    

２－（２Ｈ－１，２，

３－ベンゾトリアゾー

ル－２－イル）－４，

６－ジ－ｔｅｒｔ－ブ

チルフェノール 

    
禁止物質（濃度

によらない） 
      

マイレックス     
禁止物質（濃度

によらない） 
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亜鉛化合物     管理物質       

塩化パラフィン（一部

の短鎖型塩化パラフィ

ンを除く） 

    管理物質       

三価クロム／三価クロ

ム化合物 
    管理物質       

シアン化合物     管理物質       

ニッケル（外部利用を

除く）／ニッケル化合

物 

    管理物質       

パーフルオロカーボン

（ＰＦＣ） 
    管理物質       

ハイドロフルオロカー

ボン（ＨＦＣ） 
    管理物質       

ハロゲン系樹脂添加剤

（臭素系難燃剤を除

く） 

    管理物質       

マンガン化合物     管理物質       

有機すず化合物（トリ

ブチルスズ、トリフェ

ニルスズを除く） 

    管理物質       

六フッ化硫黄（ＳＦ６）     管理物質       

パーフルオロオクタン

スルホン酸及びその塩

（PFOS） 

      含有禁止物     

ペンタクロロフェノー

ル及びその塩及びエス

テル 

      

含有管理物質Ｂ

（意図的添加に

よる含有有無の

把握、管理） 

    

塩素及びその化合物        

含有管理物質Ｂ

（意図的添加に

よる含有有無の

把握、管理） 

    

臭素及びその化合物       

含有管理物質Ｂ

（意図的添加に

よる含有有無の

把握、管理） 

    

フッ素及びその化合物       

含有管理物質Ｂ

（意図的添加に

よる含有有無の

把握、管理） 

    

三酸化アンチモン       

含有管理物質Ｂ

（意図的添加に

よる含有有無の

把握、管理） 

    

コバルト及びその化合

物 
      

含有管理物質Ｂ

（意図的添加に

よる含有有無の

把握、管理） 

    

リチウム及びその化合

物 
      

含有管理物質Ｂ

（意図的添加に

よる含有有無の

把握、管理） 
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バナジウム及びその化

合物 
      

含有管理物質Ｂ

（意図的添加に

よる含有有無の

把握、管理） 

    

ＨＦＣｓ、ＰＦＣｓ、

ＳＦ６ 
      

含有管理物質Ｂ

（意図的添加に

よる含有有無の

把握、管理） 

    

欧州WEEE指令において

対象となる耐火性セラ

ミック繊維 

      

含有管理物質Ｂ

（意図的添加に

よる含有有無の

把握、管理） 

    

シアン化合物       

含有管理物質Ｂ

（意図的添加に

よる含有有無の

把握、管理） 

    

有機リン化合物       

含有管理物質Ｂ

（意図的添加に

よる含有有無の

把握、管理） 

    

有機スズ化合物       

含有管理物質Ｂ

（意図的添加に

よる含有有無の

把握、管理） 

    

ビスフェノールＡ       

含有管理物質Ｂ

（意図的添加に

よる含有有無の

把握、管理） 

    

ノニルフェノール       

含有管理物質Ｂ

（意図的添加に

よる含有有無の

把握、管理） 

    

4-オクチルフェノール       

含有管理物質Ｂ

（意図的添加に

よる含有有無の

把握、管理） 

    

中鎖型塩化パラフィン

（炭素鎖長：14-17）、

長鎖型塩化パラフィン

（炭素鎖長：18-30） 

      

含有管理物質Ｂ

（意図的添加に

よる含有有無の

把握、管理） 
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3-2 欧州の化学物質の情報管理に関するツールの動向 

EU では「MSDS」を「SDS」と呼んでおり、その詳細は EU 指令に規定されている。

欧州においても、米国と同様、1970 年代から化学業界の自主的な活動として SDS を提供

することが始まった。 

1985 年、製造物責任に関する指令が採択され、1993 年までに各国で施行された。現在、

SDS には以下の EU 指令が定められている。 

• Directive 2001/58/EC：危険な物質と調剤の SDS に関する委員会指令 

（SDS 指令 ; Safety Data Sheet Directive） 

• Directive 67/548/EEC：危険な物質の分類、包装、表示に関する理事会指令 

（危険物質指令; Dangerous Substances Directive） 

• Directive 1999/45/EC：危険な調剤の分類、包装、表示に関する理事会指令 

（危険調剤指令; Dangerous Preparations Directive） 

• Directive 98/24/EC：職場の化学物質に関するリスクから労働者の安全衛生を保護する

ための理事会指令（化学物質指令; Chemical Agents Directive） 

 

 表 3-2-1 に EU の MSDS における要求事項を日本の MSDS と比較して示した。 

 

表 3-2-1 EU の MSDS における要求事項（日本の MSDS との比較） 

EU の MSDS 要求事項 日本の MSDS 要求事項 

①物質／調剤の特定と企業 
1. IDENTIFICATION OF THE 
SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE 
COMPANY/UNDERTAKING 

1.1. Identification of the substance or 
preparation 

1.2. Use of the substance/preparation 
1.3. Company/undertaking identification
1.4. Emergency telephone 

①ＭＳＤＳの対象となるものの名称＜対象物
質が単一の化学物質の場合＞対象物質の名称、
政令上の号番号、種類＜対象物質が製品である
場合＞製品名、含有する対象物質の名称、政令
上の号番号、種類、含有率（有効数字２桁） 
②ＭＳＤＳを提供する事業者の名称、住所、担
当者の連絡先 

②成分の情報と構成 
2. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

 

③危険有害性の特定 
3. HAZARDS IDENTIFICATION 

⑦有害性 

④応急処置対策 
4. FIRST AID MEASURES 

⑫応急措置 

⑤消防対策 
5. FIRE-FIGHTING MEASURES 

⑬火災時に必要な措置 

⑥突発的な放出対策 
6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 

③化学物質が漏出した際に必要な措置 

⑦取り扱いと保管 
7. HANDLING AND STORAGE 

7.1. Handling 
7.2. Storage 

④取扱い上及び保管上の注意 
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7.3. Specific use(s) 

⑧曝露管理・個人保護 
8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION 

8.1. Exposure limit values 
8.2. Exposure controls 

8.2.1. Occupational exposure controls
8.2.1.1. Respiratory protection 
8.2.1.2. Hand protection 
8.2.1.3. Eye protection 
8.2.1.4. Skin protection 

8.2.2. Environmental exposure controls

⑭労働者に対する暴露防止措置等 

⑨物理的・化学的性質 
9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 

9.1. General information 
9.2. Important health, safety and 

 environmental information 
9.3. Other information 

⑤物理的化学的性状 

⑩安定性と反応性 
10. STABILITY AND REACTIVITY 

10.1. Conditions to avoid 
10.2. Materials to avoid 
10.3. Hazardous decomposition products 

⑥安定性及び反応性 

⑪毒性情報 
11. TOXICOLOGICAL INFORMATION 

 

⑫生態学的情報 
12. ECOLOGICAL INFORMATION 

12.1. Ecotoxicity 
12.2. Mobility 
12.3. Persistence and degradability 
12.4. Bioaccumulative potential 
12.5. Other adverse effects 

⑪有害性・暴露性の概要 

⑬廃棄への考慮 
13. DISPOSAL CONSIDERATIONS 

⑨廃棄上の注意 

⑭輸送に関する情報 
14. TRANSPORT INFORMATION 

⑩輸送上の注意 

⑮規制に関する情報 
15. REGULATORY INFORMATION 

⑮適用される法令 

⑯その他の情報 
16. OTHER INFORMATION 

⑯⑪～⑮の他、MSDS を提供する事業者が必要
と認める事項 

 

 

 EU では、欧州化学工業連盟（CEFIC）が中心となって REACH における化学物質情報

管理システムを構築している。CEFIC は、2008 年２月に「IT functional requirements to 

build IT tools to support supply chain communication」というサプライチェーンを通じ

た情報伝達ツールに対するガイダンスを公開した。 

さらに、2009 年３月には「Specific ES」というエクセルベースの情報伝達シートを公

開した。参考資料 6-3 にシートの例を示した。 

http://cefic.org/Templates/shwStory.asp?NID=719&HID=714 
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図 3-2-1 CEFIC が提唱するサプライチェーンを通じた情報伝達ツール（1/2） 

 

資料：欧州化学工業連盟 http://cefic.org/files/Downloads/SCC_Functional_Requirements.pdf 

 

図 3-2-1 CEFIC が提唱するサプライチェーンを通じた情報伝達ツール（2/2） 

 

資料：欧州化学工業連盟 http://cefic.org/files/Downloads/SCC_Functional_Requirements.pdf 
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3-3 米国の化学物質の情報管理に関するツールの動向 

（１）米国の化学物質情報管理ツール 

米国におけるサプライチェーンを通じた化学物質の情報管理に関するツールとしては、

川上から川下への伝達ツールとして MSDS 制度がある。米国の MSDS に記載されること

が要求されている事項を日本の MSDS と比較して表 3-3-1 に示す。 

 

表 3-3-1 米国の MSDS における要求事項（日本の MSDS との比較） 

米国 MSDS 要求事項 日本の MSDS 要求事項 

①製品の特定 
1. PRODUCT IDENTIFICATION 

①ＭＳＤＳの対象となるものの名称＜対象物
質が単一の化学物質の場合＞対象物質の名称、
政令上の号番号、種類＜対象物質が製品である
場合＞製品名、含有する対象物質の名称、政令
上の号番号、種類、含有率（有効数字２桁） 

注：MSDS 作成者の情報は①の製品の特定に書
く場合と欄外に書く場合がある 

②ＭＳＤＳを提供する事業者の名称、住所、担
当者の連絡先 

②危険有害性の特定 
2. HAZARDS IDENTIFICATION 

⑦有害性 

③成分の情報と構成 
3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

 

④応急処置対策 
4. FIRST AID MEASURES 

⑫応急措置 

⑤消防対策 
5. FIRE FIGHTING MEASURES 

⑬火災時に必要な措置 

⑥突発的な放出対策 
6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 

③化学物質が漏出した際に必要な措置 

⑦取り扱いと保管 
7. HANDLING AND STORAGE 

④取扱い上及び保管上の注意 

⑧曝露管理・個人保護 
8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION 

⑭労働者に対する暴露防止措置等 

⑨物理的・化学的性質 
9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 

⑤物理的化学的性状 

⑩安定性と反応性 
10. STABILITY AND REACTIVITY 

⑥安定性及び反応性 

⑪毒性情報 
11. TOXICOLOGICAL INFORMATION 

⑪有害性・暴露性の概要 

⑫生態学的情報 
12. ECOLOGICAL INFORMATION 

 

⑬廃棄への考慮 
13. DISPOSAL CONSIDERATIONS 

⑨廃棄上の注意 

⑭輸送に関する情報 
14. TRANSPORT INFORMATION 

⑩輸送上の注意 

⑮規制に関する情報 
15. REGULATORY INFORMATION 

⑮適用される法令 

⑯その他の情報 
16. OTHER INFORMATION 

⑯⑪～⑮の他、MSDS を提供する事業者が必要
と認める事項 
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（２）全米家電協会（ヒアリング結果） 

全米家電協会（CEA：Consumer Electronics Association）は、家電製品関連企業 2,200

社以上が加盟している業界団体であり、展示会の開催や市場調査の結果の提供、ロビー活

動などを行っている。 

CEA は、JGPSSI（Japanese Green Procurement Survey Standardization Initiative）、

EICTA（European Information ＆ Communications technology Industry Association）

と共同で EU RoHS における情報伝達ツール（フォーマット）である JIG を 2005 年に開

発した。2008 年 4 月には、３者が協力して JIG version 101A を REACH 対応に改訂して

いくと発表した。現在、作業を進めているところである。 

日本の JAMP の活動も知っているが、CEA としては JIG を世界標準にしたいと考えて

いる。 

CEA は、加盟企業に対する電話相談などを行っているが、問い合わせは週に数件程度で

あり、あまり多くはない。相談の内容も個別対応の必要があるものが多く、企業が個別に

弁護士と相談するような内容である。 

 

（３）カリフォルニア・グリーンケミストリー・イニシャチブ（ヒアリング結果） 

カリフォルニア州は、人口が増加し続けており、2050 年までに現在の 3,600 万人から

5,500 万人になると予測されている。こうした人口の増加によって、一部の地域では廃棄

物の埋め立て処分場の近くまで住宅地が進展することにより、深刻な地下水汚染とそれに

よる健康被害の恐れがすでに現実のものとなってきている。 

 化学物質を規制する連邦法としては、有害物質管理法（TSCA）があるが、化学物質の

有害性を評価したり、最も懸念の高い化学物質を管理したりする方法としては、かならず

しも有効な手段となっていない。例えば、年間 10,000 ポンド（約 4.5 トン）以上製造又は

輸入されている化学物質が 8,282 種ある。また、毎年新たに約 2,000 種の化学物質が市場

に投入されている。TSCA は、これらの化学物質の健康および環境への安全性に関する情

報を作って開示することを求めていないので、市場に出回っている化学物質の有毒性と生

態毒性に関する情報が欠如している。従って、サプライチェーンにおける有害化学物質を

特定することが難しくなっており、消費者も安全な製品であるかどうかを判断する情報が

ないという問題がある。 

こうした問題に直面して、EU は RoHS 指令や WEEE 指令、REACH 規則など新たな

化学物質政策を推進している。 

こうした背景を受けて、カリフォルニア州は、独自に有害化学物質の管理を行う仕組み
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づくりとして「グリーンケミストリー・イニシャチブ」を 2007 年４月から開始している。 

グリーンケミストリー・イニシャチブの内容を図 3-3-1 に示す。６項目の要素からなっ

ている。グリーンケミストリー・イニシャチブでは、製品含有化学物質の毒性データなど

を製造者、消費者だけでなく大学などの研究者もが共有できる情報システムの構築を目指

している。まだ、構想段階ではあるが、インターネットの検索エンジン提供社との協議も

進めている。 

 

図 3-3-1 カリフォルニア州グリーンケミストリー・イニシャチブの内容 
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3-4 その他の国の化学物質の情報管理に関するツールの動向 

（１）GHS 

 国連では、2008 年中に GHS が世界で導入されることを目指していた。現時点での GHS

を実施している国は表 3-4-1 に示した 65 カ国である。しかし、REACH で要求されるよう

なサプライチェーンを通じての化学物質の情報伝達システムに関しては、日本のように川

上からと川下からの双方向からのシステムを構築しているところはまだない。 

 

表 3-4-1 GHS を実施している国 

 国   国  国 

1 アルゼンチン  23 ハンガリー 45 フィリピン 

2 オーストラリア  24 アイスランド 46 ポーランド 

3 オーストリア  25 アイルランド 47 ポルトガル 

4 ベルギー  26 インドネシア 48 韓国 

5 ボリビア  27 イタリア 49 ルーマニア 

6 ブラジル  28 日本 50 ロシア 

7 ブルネイ  29 ラオス 51 セネガル 

8 ブルガリア  30 ラトビア 52 セルビア 

9 カンボジア  31 リヒテンシュタイン 53 シンガポール 

10 カナダ  32 リトアニア 54 スロバキア 

11 チリ  33 ルクセンブルグ 55 スロベニア 

12 中国  34 マダガスカル 56 南アフリカ 

13 キプロス  35 マレーシア 57 スペイン 

14 チェコ  36 マルタ 58 スウェーデン 

15 デンマーク  37 モーリシャス 59 スイス 

16 エクアドル  38 メキシコ 60 タイ 

17 エストニア  39 ミャンマー 61 イギリス 

18 フィンランド  40 オランダ 62 米国 

19 フランス  41 ニュージーランド 63 ウルグアイ 

20 ガンビア  42 ナイジェリア 64 ベトナム 

21 ドイツ  43 ノルウェー 65 ザンビア 

22 ギリシャ  44 パラグアイ   

 

 

（２）韓国の電気電子機器メーカーの化学物質管理の例 

表 3-4-2 に韓国の電気電子メーカーの製品含有化学物質管理の状況を例示した。赤で示

した SVHC についても各社とも管理物質としてすでにリストアップされていた。REACH

の付属書に掲載されている SVHC 候補物質のなかのいくつかについても、黄色で示した通

り、すでにリストアップされているものがある。 
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表 3-4-2 韓国の電気電子メーカーの製品含有化学物質管理の状況 

化学物質名 JIG 韓国 A 社 

アスベスト類 レベル A レベル A-Ⅱ 

一部のアゾ染料・顔料（特定アミンを生成する）：織物及び革

製品のみ 
レベル A レベル A-Ⅱ 

カドミウム／カドミウム化合物 1 レベル A レベル A-Ⅰ 

六価クロム化合物 レベル A レベル A-Ⅰ 

鉛／鉛化合物 レベル A レベル A-Ⅰ 

水銀／水銀化合物 レベル A レベル A-Ⅰ 

オゾン層破壊物質 レベル A レベル A-Ⅱ 

ポリ臭化ビフェニ－ル類(PBB 類) レベル A レベル A-Ⅰ 

ポリ臭化ジフェニルエ－テル類(PBDE 類) レベル A レベル A-Ⅰ 

ポリ塩化ビフェニルおよびポリ塩化ターフェニル類(PCB 類、PCT

類) 
レベル A レベル A-Ⅱ 

ポリ塩化ナフタレン(塩素数が 3 以上) レベル A   

放射性物質 レベル A   

一部の短鎖型塩化パラフィン（C10－C13） レベル A レベル A-Ⅱ 

一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT) レベル A レベル A-Ⅱ 

トリブチルスズ＝オキシド（TBTO） レベル A   

アンチモン／アンチモン化合物 レベル B   

ヒ素／ヒ素化合物 レベル B レベル A-Ⅱ 

ベリリウム／ベリリウム化合物 レベル B   

ビスマス／ビスマス化合物 レベル B   

臭素系難燃剤（ＰＢＢ類またはＰＢＤＥ類を除く） レベル B レベル A-Ⅱ 

一部のフタル酸エステル類 レベル B レベル A-Ⅱ 

ニッケル（特定用途のみ） レベル B レベル A-Ⅱ 

ポリ塩化ビニル（PVC） レベル B レベル A-Ⅱ 

セレン／セレン化合物 レベル B   

ホルムアルデヒド   レベル A-Ⅱ 

PFOS   レベル A-Ⅱ 

ペンタクロロフェノール   レベル A-Ⅱ 

Uqilec 121、141、DBBT   レベル A-Ⅱ 
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４．REACH の対応状況 

4-1 国内ヒアリングの結果 

 REACH の予備登録が 2008 年 6 月から 12 月に実施され、2011 年には成型製品の届出

の義務が施行される。こうした状況の下で、成型製品含有化学物質の情報管理に関して企

業がどのように対応しているかを具体的に明らかにするためにヒアリング調査を実施した。 

 ヒアリング対象とした企業の概要を表 4-1-1 に示した。 

 

表 4-1-1 REACH に対応した情報伝達システムに関するヒアリング先の概要 

分類 企業 主な業務内容 

上流 企業 A 化学品の製造販売 

中流 企業 B 電子部品の製造販売 

下流 企業 C 電気電子機器の製造販売 

 

（１）化学品の製造販売会社 A 社（上流） 

 JAMP に参画して、システム作りを行っている。MSDSplus を使った上流側から下流側

への情報伝達を行うことを検討している。自社で独自の化学物質管理システムを持ってい

るが、JAMP のシステム・ツールへの連結を考えている。 

なお、MSDSplus については、10ppm 程度の微量成分の記入方法について、詳細な記入

を要求する川下側と「含有量○○ppm 以下」といった一般的な記入で済ませたいという川

上側との間で調整がなされているといった例がある。情報伝達ツールを具体的に使用する

段階にいては、こうした細部の調整が必要になることが多々あることが分かった。 

また、販売している樹脂については、既に多数のユーザから多様な情報の要求があり、

個別に対応することは手間がかかり、コストもかかっている。これを統一フォーマットに

できれば、川上企業が MSDSplus で入力した情報を、川下企業が自身で引き出せる。こう

したシステムの構築が JAMP で検討されており、今後に期待している。 

JAMP の情報伝達システムを基礎とした海外の工場への展開も検討中である。例えば、

JAMP では中国語のガイドラインを作成しているが、中国には JAMP に相当する受け皿機

関がないので、当面は、具体的な情報伝達は子会社と日本の親会社が個別に対応すること

になりそうである。 

REACH への対応に関しては、日本国内では法的規制がないので自主管理の段階である。

従って、高懸念物質にリストアップされた物質を含有した製品を EU に輸出する場合にだ

け欧州化学物質庁への届出が必要となる。しかし、現在見直しが進められている化審法と
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REACH に関してはかなりの部分が重なっている。違いは、主としてリスク評価で、化審

法でリスク評価を計 3 回やる。また、化審法ではリスク評価は国が実施し、REACH では

企業が実施する。なお、化審法もハザード評価からリスク評価になり、REACH と同じ。 

 

（２）電子部品の製造販売会社 B 社（中流） 

製品の大半は川中製品の電子部品であるが、川上製品である素材も提供している。また、

川下製品も少ないが販売している。 

川中企業では、化学物質や調剤から成型製品を作る。このとき変換工程が存在するので、

全く違うものになり、素材の情報を左から右へ移すわけには行かない。 

化学物質、調剤と成型製品とでは要求される法律が違うので、２者を分けて管理してい

る。JAMP でも２者を分けて管理するようになった。JGPSSI ではそうはなっていないの

で、混乱している。長いサプライチェーンの中で情報の精度が落ちてくる。 

現在、化学物質と調剤に関しては管理データベースと成型製品の管理データベースの両

者を持っている。しかし、化学物質と調剤に関する管理データベースと成型製品の管理デ

ータベースを連携させて製品含有物質情報管理データベースつなげる「物質情報連携」が

ないので、その開発に注力している。 

化学物質と調剤に関するデータの管理については JAMP の MSDSPlus を、成型製品に

関するデータの管理については JAMP の AIS を使うように検討している。MSDSPlus に

ついては、まだ使われ始めた段階で、管理には従来の MSDS が主に使われている。 

AIS による情報管理については、どんな化学物質を使っているかが判断できれば良く、

化学物質の数はいくらあってもみるところは同じである。すでに調べられている情報から

判断して、少し不安なものだけチェックをする。REACH の高懸念物質（SVHC）とされ

たフタル酸エステルについてはすでに調べた。AIS が機能するようになれば、人間の判断

は不要になるはずであるが、それほど簡単ではなさそうである。 

SVHC に関しては、ニッケルと鉛を使用していない電子部品メーカはないので、その動

向を注目している。 

JAMP の構築しているグローバルポータル（GP）の仕組みは、考え方はよいが実現す

るかどうかは分からない。参加するためには参加費が必要であり、お金を払ってまで登録

する企業、特に中小の企業がどれほどあるかという問題がある。GP に参加することにし

ているが、GP を使ってデータを取っていくことにどれぐらいのメリットがあるかは要検

討である。  
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（３） 電気電子機器の製造販売会社 C 社 

 REACH に対する成型製品含有化学物質の情報管理については、社内の情報管理シス

テムを JAMP の方針に合わせる方向で考えている。JAMP が作成した MSDSplus と AIS

を利用する予定である。JAMP 方式に期待しており、全面的に対応するために社内システ

ムを開発中である。サムソン、LG 電子などの韓国メーカは JAMP の会員であり、JAMP

に期待しているようである。 

情報管理は設計の CAD とリンクさせている。製品によっては部品点数が１万点になる

こともあり、この膨大な数の図面と関連付けて管理しないと集計できない。設計者に製品

中の化学物質の使われ方が見えるようにしないといけない。 

JAMP の提唱するグローバルポータル（GP）については、どこまで普及するかによる

が、GP 経由を希望する相手に対しては GP で出すことにしている。部品などの品番や名

称は、発注を含めて社内では統一している。ただし GP を使う際、川中のサプライヤが決

めた汎用品については、汎用品の型番を把握していないと GP からデータをとれないとい

う問題もある。 

有害化学物質については、RoHS の試行前から独自の管理をしていた。RoHS はリスク

をきちんと評価せずに禁止しており、制度に疑問を感じている。RoHS の禁止６物質より

も危険な物質が他にもたくさんある。REACH はリスク評価をしないと禁止にならないの

で、禁止になって手間がかかることになってもコンセンサスを得やすいと思う。REACH

は納得できるやり方であり歓迎である。RoHS は、できれば REACH に統合するなどして、

やめてほしいと考えている。 

JGPSSI のフォーマットについては、ミニマムリストなので対象物質が足りないと思っ

ており、自社で化学物質を追加して調査している。 

１次サプライヤが約 1,300 社ある。これまで見積り作成などにあわせて製品含有化学物

質に関する調査も実施している。このシステムは今後も継続したいと考えており、中国を

始めとした海外についても、情報の受け渡しを JAMP のフォーマット（MSDSPlus なら

びに AIS）を使うことを考えている。 

サプライヤに対しては、ISO14001 を取得するなどの管理体制の構築を要求しており、

取引条件の重要な項目となっている。さらに国内外の法的な禁止物質に対する対応につい

ては、ISO14001 に追加して、化学物質のマネジメントシステムの構築を求めており、遵

守状況の監査も行っている。1 次サプライヤは要求されたシステムに従うので、REACH

対応の目途がついているが、２次サプライヤから先の情報管理にはまだ不安がある。 

自動車における化学物質管理ツールである IMDS については JAMP が変換ツールを開
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発していると聞いているので、それを用いて出力する予定である。 

SVHC の候補物質は、最終的には 1,000 を超えると考えられるが、電子電気機器メーカ

が取り扱う化学物質はそれほど多くないと考えている。また、取り扱う化学物質の数が多

くても、化学物質管理システムに取り込むだけなので作業量としてはあまり変わらない。

RoHS に対しては禁止物質であるために、必要により分析を社内で行っているが、REACH

に関してはその化学物質が入っていても許容濃度内であればよいので、MSDS 情報を管理

することに注力し、分析は行わないつもりである。 

EU 域内は、REACH は法律でありそれに従うしかないが、EU 外のサプライチェーン

にとっては法律ではない。しかし、EU REACH に準じた対応が必要である。なるべく全

世界共通の仕組みできることが好ましいと考える。 

MSDS に示す用途情報は川上側が作り、その際 JAMP の合意事項として川下は AIS で

協力することになっているが、具体的な方法は決まっていない。この議論は川上側から強

いニーズが出てこないと始まらないかもしれない。リコーにも調剤に該当するトナーがあ

り、今後考えていくことになる。 

 化審法見直しについては、ゆるやかな形にして欲しい。現場の設計等では、きっちり決

めることを望む意見もあるが、厳しくなるのは好ましくない。企業によっては国内も

REACH と同じ法律にすることを希望する声があると聞いている。 
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4-2 米国ヒアリングの結果 

（１）米国電子回路協会 

米国電子回路協会（IPC-Association Connecting Electronics Industries）は、1957 年

に Institute for Printed Circuits という名前で設立された。電子機器関連の 2,705 社が加

盟している。標準化や訓練、市場調査、政策提言などを行っている。 

ホームページ http://www.ipc.org/default.aspx 

IPC は、REACH 施行に伴って、米国の電子機器メーカの対応状況を調べるためにアン

ケート調査を行い 749 社からの回答を得ている（2008 年 7 月）。アンケートの結果は下記

の URL で見ることができる。 

http://www.ipc.org/3.0_Industry/3.4_EHS/2008/REACH-readiness-survey-report-July-

2008.pdf 

図 4-2-1 に REACH に対する認知度のアンケートの結果を示した。企業のさまざまな立

場の人々の間での REACH の認知度が低いことが明らかになった。環境や安全に関与して

いる立場の人の REACH 認識度が最も高かったことは当然であるが、こうした立場の人の

うち 28％は、REACH を全く理解していないことが明らかとなった。 

 

図 4-2-1 REACH に対する認知度のアンケートの結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：IPC  http://www.ipc.org/3.0_Industry/3.4_EHS/2008/REACH-readiness-survey-report-July-2008.pdf 

 図 4-2-2 に製品中の化学物質の特定の状況を示した。40％近くの企業は化学物質の特定

認知度 低い 高い 
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をしていないという結果だった。 

 

図 4-2-2 製品中の化学物質の特定の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：IPC  http://www.ipc.org/3.0_Industry/3.4_EHS/2008/REACH-readiness-survey-report-July-2008.pdf 

 

図 4-2-3 に化学物質供給者への登録の確認の状況を示した。50％以上の企業が確認をし

ていないことが分かった。 

 

図 4-2-3 化学物質供給者への登録の確認の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：IPC  http://www.ipc.org/3.0_Industry/3.4_EHS/2008/REACH-readiness-survey-report-July-2008.pdf 

 このアンケート調査の結果、米国の電子機器関連企業の対応は不十分であることが判明
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した。そこで、IPC は、加盟企業を対象とした講習会を開催して啓蒙活動を行っている。

講習会の資料は、「REACH and the Electronics Industry Supply Chain: The Basics, the 

Impact, and How to Survive」というタイトルで、REACH で要求される内容を説明した

ものとなっている（全 27 ページ）。 

また、電話会議も開催して、会員企業の質問に答えるサービスも行っている。 

 

図 4-2-4 IPC の REACH 講習会資料の表紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IPC は、REACH に関する情報伝達ツールの開発は行っていない。個別の企業が MSDS

などを用いて。対応するように指導している。 

 なお、IPC は、EU RoHS に対応するために、JIG を元にして米国 IPC-1752 と呼ばれ

る「有害物質宣告管理規格（Material Declaration Management Standard）」を開発し、

無料で利用できるようにしている。これは、それまで国際規格の無かった化学物質の報告

フォーマットである。日本語版も用意されており、下記 URL からダウンロードすること

ができる。IPC はこれを REACH 対応にすることは、現在は考えていない。 

http://members.ipc.org/committee/drafts/2-18_d_MaterialsDeclarationRequest_Licens

e.asp
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５．結 語 

成型製品含有化学物質に関しては、製品ライフサイクルの全ての段階を視野に入れて製

品がもたらす環境負荷を最小化するということが基本的な考え方となってきており、EU

における WEEE 指令、RoHS 指令、EuP 枠組み指令、REACH 規則などが施行されてい

る。また、それらを参考にした中国版 RoHS や韓国版 WEEE＆RoHS など、世界的な広が

りを見せている。 

 こうした成型製品含有化学物質の情報管理の仕組みとツールは、現在では、国内外、業

界によって統一されていない。日本では、JAMP を中心として、川上企業、川中企業、川

下企業が一同に会してツールの開発と仕組みの構築を行っている。一方、米国では川上企

業と川下企業とが協同して仕組みづくりをしようとする動きは見られず、電気電子機器メ

ーカは、JIG を標準にしようとしている。また、自動車業界は、IMDS を使用している。 

しかし、国内外の関係機関、関係業界は、各システムの間で情報のやり取りができるよ

うな仕組みの構築について連絡・協議を行っているところである。 

 成型製品含有化学物質の情報管理については、より効率的なシステムの構築が求められ

ており、今後も国内外の動向を注視していく必要がある。 
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６．資料編 

 

6-1 成型製品に関する REACH の要求 

 REACH の条文のなかで成型製品に関連の高い部分を抜き出して、成型製品として要求

されている事項を整理した。 

 

（１）成型製品とその生産者の定義 

 成型製品については、第２章第３条３項に定義があり、形状や表面またはデザインが化

学組成よりも大きく機能を決定する物体と定義されている。これは、単に化学物質を混ぜ

合わせたものではないものは成型製品であるといっている。機械工業製品における、いわ

ゆる最終製品はすべて成型製品と考えた方がよい。また、部品も成型製品と考えられる。 

 成型製品の生産者とは、EU の域内で生産している者であり、EU において法人登録をし

ている子会社などはこれに該当する。単に EU 企業へ製品を輸出している場合には、生産

者には該当しないので REACH の要求する登録などの義務を自ら果たす必要はない。ただ

し、EU 内でその製品を販売している企業に対して必要な情報を提供する必要がある。 

 また、上流の化学物質製造者が唯一の代理人を通して化学物質の登録を行っており、そ

の用途として成型製品が含まれていれば、その最終製品については REACH の要求する登

録などの義務は発生しない。 

 

第２章 定義及び総則 

CHAPTER 2  Definitions and general provision 

 

第３条 定義 

Article 3  Definitions 

 

（成型製品の定義） 

3. 成形品とは、生産時に与えられる特定な形状、表面又はデザインがその化学組成よりも

大きく機能を決定する物体をいう。 

3. article: means an object which during production is given a special shape, surface or 

design which determines its function to a greater degree than does its chemical 

composition; 
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（成型製品の生産者） 

4. 成形品の生産者とは、欧州共同体内で成形品を製造又は組み立てる自然人又は法人をい

う。 

4. producer of an article: means any natural or legal person who makes or assembles an 

article within the Community; 

 

（川下使用者の定義） 

13. 川下使用者とは、欧州共同体内に所在する自然人又は法人（製造者又は輸入者を除く）

であって、産業活動又は職業上の活動において、物質そのもの又は調剤に含まれる物質の

いずれかを使用するものをいう。流通業者及び消費者は、川下使用者ではない。第 2 条(7)(c)

に基づいて免除される再輸入者は、川下使用者とみなす。 

13. downstream user: means any natural or legal person established within the 

Community, other than the manufacturer or the importer, who uses a substance, either on 

its own or in a preparation, in the course of his industrial or professional activities. A 

distributor or a consumer is not a downstream user. A re-importer exempted pursuant to 

Article 2 (7) (c) shall be regarded as a downstream user; 

 

（サプライチェーンにおける関係者） 

17. サプライチェーンにおける関係者とは、サプライチェーンにおける製造者及び／又は

輸入者及び／又は川下使用者のすべてをいう。 

17. actors in the supply chain: means all manufacturers and/or importers and/or 

downstream users in a supply chain; 

 

（成型製品の供給者） 

33. 成形品の供給者とは、成形品の生産者若しくは輸入者又は成形品を上市するサプライ

チェーンにおける流通業者又は他の関係者をいう。 

33. supplier of an article: means any producer or importer of an article, distributor or other 

actor in the supply chain placing an article on the market; 
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（１）成型製品に含まれる物質の登録および届け出 

 

第７条 成形品に含まれる物質の登録及び届出 

Article 7  Registration and notification of substances in articles 

 

（成型製品含有化学物質の登録） 

1. 成形品の生産者又は輸入者はいずれも、以下の二つの条件が満たされる場合には、成形

品に含まれる物質について、化学物質庁に登録を提出しなければならない。 

1. Any producer or importer of articles shall submit a registration to the Agency for any 

substance contained in those articles, if both the following conditions are met: 

 

a) 物質が、成形品の中に生産者又は輸入者当たりで合計して年間 1 トンを超える量である

こと 

(a) the substance is present in those articles in quantities totaling over one tonne per 

producer or importer per year; 

 

(b) 物質が、通常の又は予測可能な使用条件下で、意図的に放出されること 

(b) the substance is intended to be released under normal or reasonably foreseeable 

conditions of use. 

 

登録の提出には、第 IX 篇に従って求められる手数料を添えなければならない。 

A submission for registration shall be accompanied by the fee required in accordance with 

Title IX. 

 

5. 化学物質庁は、以下の条件がすべて満たされる場合には、成形品に含まれるあらゆる物

質について、成形品の生産者又は輸入者に対して、本篇に従って登録を提出することを要

求することを決定することができる。 

5. The Agency may take decisions requiring producers or importers of articles to submit a 

registration, in accordance with this Title, for any substance in those articles, if all the 

following conditions are met: 

 

(a) 物質が成形品の中に生産者又は輸入者当たりで合計して年間 1 トンを超える量である
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こと 

(a) the substance is present in those articles in quantities totaling over one tonne per 

producer or importer per year; 

 

(b) 化学物質庁が以下の点を疑う根拠を持っていること 

(b) the Agency has grounds for suspecting that: 

 

（ⅰ）物質が成形品から放出されること、及び 

(i) the substance is released from the articles, and 

 

（ⅱ）成形品からの物質の放出が人の健康又は環境に対するリスクを生じること 

(ii) the release of the substance from the articles presents a risk to human health or the 

environment; 

 

(c) 物質が第 1 項の対象ではないこと 

(c) the substance is not subject to paragraph 1. 

 

登録の提出には、第 IX 篇に従って求められる手数料を添えなければならない。 

A submission for registration shall be accompanied by the fee required in accordance with 

Title IX. 

 

（成型製品含有化学物質の届出） 

2. 成形品の生産者又は輸入者はいずれも、以下の二つの条件が満たされる場合であって、

物質が第 57 条の基準を満たし、かつ第 59 条(1)に従って特定される時は、本条の第 4 項

に従って化学物質庁に届け出なければならない。 

2. Any producer or importer of articles shall notify the Agency, in accordance with 

paragraph 4 of this Article, if a substance meets the criteria in Article 57 and is identified 

in accordance with Article 59(1), if both the following conditions are met: 

 

(a) 物質が成形品の中に生産者又は輸入者当たりで合計して年間 1 トンを超える量である

こと 

(a) the substance is present in those articles in quantities totaling over one tonne per 
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producer or importer per year; 

 

(b) 物質が成形品の中に重量比（w/w）0.1％を超える濃度で存在すること 

(b) the substance is present in those articles above a concentration of 0,1 % weight by 

weight (w/w). 

 

3. 生産者又は輸入者が、廃棄を含む通常の又は予測可能な使用条件下で、人又は環境への

ばく露を排除できる場合には、第 2 項は適用されない。そのような場合には、生産者又は

輸入者は、成形品の受領者に適当な説明書を提供しなければならない。 

3. Paragraph 2 shall not apply where the producer or importer can exclude exposure to 

humans or the environment during normal or reasonably foreseeable conditions of use 

including disposal. In such cases, the producer or importer shall supply appropriate 

instructions to the recipient of the article. 

 

4. 届け出なければならない情報には、以下の事項を含む。 

4. The information to be notified shall include the following: 

 

(a) 附属書 VI の 1 節に定める生産者又は輸入者の身元と詳細な連絡先（自分自身の使用現

場を除く） 

(a) the identity and contact details of the producer or importer as specified in section 1 of 

Annex VI, with the exception of their own use sites; 

 

(b) 利用可能な場合には、第 20 条(1)に記す登録番号 

(b) the registration number(s) referred to in Article 20(1), if available; 

 

(c) 附属書 VI の 2.1 節から 2.3.4 節に定める物質の識別 

(c) the identity of the substance as specified in sections 2.1 to 2.3.4 of Annex VI; 

 

(d) 附属書 VI の 4.1 節及び 4.2 節に定める物質の分類 

(d) the classification of the substance(s) as specified in sections 4.1 and 4.2 of Annex VI; 

 

(e) 附属書 VI の 3.5 節に定める成形品に含まれる物質の用途及び成形品の用途についての
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簡単な記述 

(e) a brief description of the use(s) of the substance(s) in the article as specified in section 

3.5 of Annex VI and of the uses of the article(s); 

 

(f) 1～10 トン、10～100 トン等の物質のトン数範囲 

(f) the tonnage range of the substance(s), such as 1 to 10 tonnes, 10 to 100 tonnes and so 

on. 

 

（成型製品含有化学物質の義務の免除） 

6. 第 1項から第 5項までは、その用途について既に登録されている物質には適用されない。 

6. Paragraphs 1 to 5 shall not apply to substances that have already been registered for 

that use. 

 

（成型製品含有化学物質に関する手続きの開始時期） 

7. 2011 年 6 月 1 日からは、第 59 条(1)項に従って物質が特定されてから 6 ヶ月後に、第 2

項、第 3 項及び第 4 項を適用する。 

7. From 1 June 2011 paragraphs 2, 3 and 4 of this Article shall apply six months after a 

substance is identified in accordance with Article 59(1). 

 

8. 第 1 項から第 7 項までを履行するためのいかなる措置も、第 133 条(3)項に記す手続き

に従って採択されなければならない。 

8. Any measures for the implementation of paragraphs 1 to 7 shall be adopted in 

accordance with the procedure referred to in Article 133(3). 
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第 IV 篇 サプライチェーンにおける情報 

TITLE IV  INFORMATION IN THE SUPPLY CHAIN 

 

第３３条 成形品に含まれる物質に関する情報伝達の義務 

Article 33  Duty to communicate information on substances in articles 

 

1. 第 57 条の基準に適合し、かつ第 59 条(1)に基づき特定される物質を重量比（w/w）0.1％

を超える濃度で含む成形品のいかなる供給者も、供給者に利用可能ならば、成形品の安全

な使用を認めるのに十分な情報（少なくとも物質名を含む。）を、成形品の受領者に対して

提供しなければならない。 

1. Any supplier of an article containing a substance meeting the criteria in Article 57 and 

identified in accordance with Article 59(1) in a concentration above 0,1 % weight by weight 

(w/w) shall provide the recipient of the article with sufficient information, available to the 

supplier, to allow safe use of the article including, as a minimum, the name of that 

substance. 

 

2. 第 57 条の基準に適合し、かつ第 59 条(1)に基づき特定される物質を重量比（w/w）0.1％

を超える濃度で含む成形品のいかなる供給者も、消費者の求めに応じ、供給者に利用可能

ならば、成形品の安全使用を認めるのに十分な情報（少なくとも物質名を含む。）を、消費

者に提供しなければならない。 

2. On request by a consumer any supplier of an article containing a substance meeting the 

criteria in Article 57 and identified in accordance with Article 59(1) in a concentration 

above 0,1 % weight by weight (w/w) shall provide the consumer with sufficient information, 

available to the supplier, to allow safe use of the article including, as a minimum, the name 

of that substance. 

 

求めを受けてから 45 日以内に、無料で関連する情報を提供しなければならない。 

The relevant information shall be provided, free of charge, within 45 days of receipt of the 

request. 

 

第３４条 サプライチェーンの川上への物質及び調剤についての情報伝達の義務 

Article 34  Duty to communicate information on substances and preparations up the 
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supply chain 

 

物質又は調剤のサプライチェーンにおけるいかなる関係者も、サプライチェーンの川上に

当たる次の上位の関係者又は流通業者に対し、以下の情報を伝達しなければならない。 

Any actor in the supply chain of a substance or a preparation shall communicate the 

following information to the next actor or distributor up the supply chain: 

 

(a) 用途と関わりなく、有害特性に関する新しい情報 

(a) new information on hazardous properties, regardless of the uses concerned; 

 

(b) 提供された安全性データシートに特定されているリスク管理措置の妥当性に疑問を投

じる他のあらゆる情報であって、特定された用途についてのみ伝達されるもの 

(b) any other information that might call into question the appropriateness of the risk 

management measures identified in a safety data sheet supplied to him, which shall be 

communicated only for identified uses. 

 

流通業者は、その情報をサプライチェーンの川上に当たる次の上位の関係者又は流通業者

に渡さなければならない。 

Distributors shall pass on that information to the next actor or distributor up the supply 

chain. 

 

 

第３６条 情報を保有する義務 

Article 35  Access to information for workers 

 

1. 各製造者、輸入者、川下使用者及び流通業者は、物質又は調剤を最後に製造、輸入、供

給又は使用してから少なくとも 10 年間は、本規則に基づく義務を履行するのに必要とす

るあらゆる情報を収集し、利用できるようにしておかなければならない。製造者、輸入者、

川下使用者及び流通業者は、求めに応じ、所在する加盟国の権限のある当局又は化学物質

庁に対して、第 II 篇及び第 VI 篇を侵害することなく、その情報を遅滞なく提出するか又

は利用可能にしなければならない。 

1. Each manufacturer, importer, downstream user and distributor shall assemble and keep 
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available all the information he requires to carry out his duties under this Regulation for a 

period of at least 10 years after he last manufactured, imported, supplied or used the 

substance or preparation. That manufacturer, importer, downstream user or distributor 

shall submit this information or make it available without delay upon request to any 

competent authority of the Member State in which he is established or to the Agency, 

without prejudice to Titles II and VI. 

 

2. 登録者、川下使用者又は流通業者が活動を中止するか又は事業の一部若しくは全部を第

三者に譲渡する場合には、登録者、川下使用者又は流通業者の事業の清算又は物質若しく

は調剤の上市の責任を負う当事者は、登録者、川下使用者又は流通業者に代わり、第 1 項

の義務に拘束される。 

2. In the event of a registrant, downstream user or distributor ceasing activity, or 

transferring part or all of his operations to a third party, the party responsible for 

liquidating the registrant, downstream user or distributor's undertaking or assuming 

responsibility for the placing on the market of the substance or preparation concerned 

shall be bound by the obligation in paragraph 1 in place of the registrant, downstream user 

or distributor. 
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第 V 篇 川下使用者 

TITLE V  DOWNSTREAM USERS 

 

第３７条 川下使用者の化学物質安全性評価及びリスク軽減措置の特定、適用、推奨義務 

Article 37  Downstream user chemical safety assessments and duty to identify, apply and 

recommend risk reduction measures 

 

1. 川下使用者又は流通業者は、登録の作成の助けとなる情報を提供することができる。 

1. A downstream user or distributor may provide information to assist in the preparation of 

a registration. 

 

2. いかなる川下使用者も、物質そのもの又は調剤に含まれる物質を供給する製造者、輸入

者、川下使用者又は流通業者に対し、ある使用を特定された用途にするために、最低限簡

潔で一般的な使用説明を、書面で（紙面で又は電子的に）知らせる権利を有する。ある用

途を知らせる上で、いかなる川下使用者も、物質を供給した製造者、輸入者又は川下使用

者が、製造者、輸入者又は川下使用者の化学物質安全性評価における用途に関するばく露

シナリオ、又は必要に応じて用途・ばく露区分を作成することができるよう、十分な情報

を提供しなければならない。 

2. Any downstream user shall have the right to make a use, as a minimum the brief general 

description of use, known in writing (on paper or electronically) to the manufacturer, 

importer, downstream user or distributor who supplies him with a substance on its own or 

in a preparation with the aim of making this an identified use. In making a use known, he 

shall provide sufficient information to allow the manufacturer, importer or downstream 

user who has supplied the substance, to prepare an exposure scenario, or if appropriate a 

use and exposure category, for his use in the manufacturer, importer or downstream user's 

chemical safety assessment. 

 

流通業者は、そのような情報をサプライチェーンの川上に当たる次の上位の関係者又は

流通業者に渡さなければならない。情報を受領した川下使用者は、特定された用途のため

のばく露シナリオを作成するか、又は情報をサプライチェーンの川上に当たる次の上位の

関係者に渡すことができる。 

Distributors shall pass on such information to the next actor or distributor up the supply 
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chain. Downstream users in receipt of such information may prepare an exposure scenario 

for the identified use(s), or pass the information to the next actor up the supply chain. 

 

3. 登録物質については、製造者、輸入者又は川下使用者は、本条の第 2 項に記す要請が供

給の少なくとも１ヶ月前になされる場合には、要請を行う川下使用者に対し物質そのもの

又は調剤に含まれる物質を次に供給する前か又は要請後１ヶ月以内かのどちらか遅い方ま

でに、第 14 条に定める義務を履行しなければならない。 

3. For registered substances, the manufacturer, importer or downstream user shall comply 

with the obligations laid down in Article 14 either before he next supplies the substance on 

its own or in a preparation to the downstream user making the request referred to in 

paragraph 2 of this Article, provided that the request was made at least one month before 

the supply, or within one month after the request, whichever is the later. 

 

段階的導入物質については、川下使用者が期限の少なくとも 12 ヶ月前に要請を行う場

合には、製造者、輸入者又は川下使用者は、第 23 条に関連する期限が切れるまでに、要

請及び第 14 条に定める義務を履行しなければならない。 

For phase-in substances, the manufacturer, importer or downstream user shall comply 

with this request and with the obligations laid down in Article 14 before the relevant 

deadline in Article 23 has expired, provided that the downstream user makes his request 

at least 12 months before the deadline in question. 

 

第 14 条に従って用途を評価した製造者、輸入者又は川下使用者が、人の健康又は環境

保護に関する理由で、それを特定された用途として含めることができない場合には、化学

物質庁及び川下使用者に対し、その決定の理由を書面で遅滞なく提出するものとし、第 31

条又は第 32 条に基づき記される情報にこれらの理由を含まない限り、川下使用者に当該

物質を供給してはならない。製造者又は輸入者は、第 22 条(1)(d)に基づく登録の更新にあ

たり、附属書 VI の 3.7 節にその用途を含めなければならない。 

Where the manufacturer, importer or downstream user, having assessed the use in 

accordance with Article 14, is unable to include it as an identified use for reasons of 

protection of human health or the environment, he shall provide the Agency and the 

downstream user with the reason(s) for that decision in writing without delay and shall 

not supply downstream user(s) with the substance without including these reason(s) in the 



 77

information referred to under Articles 31 or 32. The manufacturer or importer shall 

include this use in Section 3.7 of Annex VI in his update of the registration in accordance 

with Article 22(1)(d). 

 

4. 物質そのもの又は調剤に含まれる物質の川下使用者は、安全性データシートで通知され

たばく露シナリオ又は必要に応じて用途・ばく露区分に記述する条件以外のあらゆる用途

に関して、又は供給者が勧めない用途について、附属書 XII に基づいて、化学物質安全性

報告書を作成しなければならない。 

4. A downstream user of a substance on its own or in a preparation shall prepare a 

chemical safety report in accordance with Annex XII for any use outside the conditions 

described in an exposure scenario or if appropriate a use and exposure category 

communicated to him in a safety data sheet or for any use his supplier advises against. 

 

以下のいずれかの場合には、川下使用者は化学物質安全性報告書を作成する必要がない場

合 

A downstream user need not prepare such a chemical safety report in any of the following 

cases: 

 

(a) 第 31 条に基づき、物質又は調剤についての安全性データシートを通知する必要がない

場合 

(a) a safety data sheet is not required to be communicated with the substance or 

preparation in accordance with Article 31; 

 

(b) 第 14 条に基づいて、供給者により化学物質安全性報告書が作成される必要がない場合 

(b) a chemical safety report is not required to be completed by his supplier in accordance 

with Article 14; 

 

(c) 川下使用者が、年間 1 トン未満の総量でその物質又は調剤を使用している場合 

(c) the downstream user uses the substance or preparation in a total quantity of less than 

one tonne per year; 

 

(d) 川下使用者が、安全性データシートで通知されたばく露シナリオに記述される条件を
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最低限含んだばく露シナリオを履行又は推奨する場合 

(d) the downstream user implements or recommends an exposure scenario which includes 

as a minimum the conditions described in the exposure scenario communicated to him in 

the safety data sheet; 

 

(e) 調剤中に含まれる物質の濃度が、第 14 条(2)に定める濃度のいずれよりも下回る濃度

で存在している場合 

(e) the substance is present in a preparation in a concentration lower than any of the 

concentrations set out in Article 14 (2); 

 

(f) 川下使用者が、製品及びプロセスを見極めるために当該物質を使用している場合（た

だし、人の健康及び環境へのリスクが、労働者及び環境の保護に係る法規の要件に従って

十分に管理されている場合に限る。） 

(f) the downstream user is using the substance for the purposes of product and process 

oriented research and development, provided that the risks to human health and the 

environment are adequately controlled in accordance with the requirements of legislation 

for the protection of workers and the environment. 

 

5. いかなる川下使用者も、以下のいずれかにおいて特定されたリスクを適切に管理するた

めの適切な措置を特定し、適用し、かつ適当ならば、推奨しなければならない。 

5. Any downstream user shall identify, apply and where suitable, recommend, appropriate 

measures to adequately control risks identified in any of the following: 

 

(a) 提供を受けた安全性データシート 

(a) the safety data sheet(s) supplied to him; 

 

(b) その者自身の化学物質安全性評価 

(b) his own chemical safety assessment; 

 

(c) 第 32 条に従って、提供を受けたリスク管理措置に関する情報 

(c) any information on risk management measures supplied to him in accordance with 

Article 32. 
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6. 第 4 項(c)に従って化学物質安全性報告書を作成しない場合には、川下使用者は、その

物質の用途を考慮し、かつ人の健康と環境へのリスクが十分に管理されることを確実にす

るために必要とされる適切なリスク管理措置を特定し、適用するものとする。必要ならば、

その川下使用者が作成するあらゆる安全性データシートにその情報が含まれねばならない。 

6. Where a downstream user does not prepare a chemical safety report in accordance with 

paragraph 4(c), he shall consider the use(s) of the substance and identify and apply any 

appropriate risk management measures needed to ensure that the risks to human health 

and the environment are adequately controlled. Where necessary, this information shall be 

included in any safety data sheet prepared by him. 

 

7. 川下使用者は、化学物質安全性報告書を最新の状態とし、利用できる状態に保たなけれ

ばならない。 

7. Downstream users shall keep their chemical safety report up to date and available. 

 

8. 本条の第 4 項に従って作成される化学物質安全性報告書は、第 14 条(5)に定める最終使

用による人の健康へのリスクに関する考慮を含める必要はない。 

8. A chemical safety report prepared in accordance with paragraph 4 of this Article need 

not include consideration of the risks to human health from the end uses set out in Article 

14(5). 

 

 

第３８条 川下使用者が情報を報告する義務 

Article 38 Obligation for downstream users to report information 

 

1. 川下使用者は、第 6 条又は第 18 条に従ってサプライチェーンの川上の関係者により登

録された物質の特定の用途を開始又は継続する前に、以下の場合には、本条第 2 項に定め

る情報を化学物質庁に対して報告しなければならない。 

1. Before commencing or continuing with a particular use of a substance that has been 

registered by an actor up the supply chain in accordance with Articles 6 or 18, the 

downstream user shall report to the Agency the information specified in paragraph 2 of 

this Article, in the following cases: 
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(a) 川下使用者が、第 37 条(4)に従って化学物質安全性報告書を作成しなければならない

場合、又は 

(a) the downstream user has to prepare a chemical safety report in accordance with Article 

37(4); or 

 

(b) 川下使用者が、第 37 条(4)(c)又は(f)の免除に依存している場合 

(b) the downstream user is relying on the exemptions in Article 37(4)(c) or (f). 

 

2. 川下使用者により報告される情報には、以下の事項が含まれていなければならない。 

2. The information reported by the downstream user shall include the following: 

 

(a) 附属書 VI の 1.1 節に定める身元と連絡先の詳細 

(a) his identity and contact details as specified in Section 1.1 of Annex VI; 

 

(b) 第 20 条(3)に記す登録番号（利用可能な場合に限る。） 

(b) the registration number(s) referred to in Article 20(3), if available; 

 

(c) 附属書 VI の 2.1 節から 2.3.4 節までに定める物質の識別 

(c) the identity of the substance(s) as specified in Section 2.1 to 2.3.4 of Annex VI; 

 

(d) 附属書 VI の 1.1 節に定める製造者若しくは輸入者又は他の供給者の身元 

(d) the identity of the manufacturer(s) or the importer(s) or other supplier as specified in 

Section 1.1 of Annex VI; 

 

(e) 附属書 VI の 3.5 節に定める用途及び使用の条件についての簡潔で一般的な記述 

(e) a brief general description of the use(s), as specified in Section 3.5 of Annex VI, and of 

the conditions of use(s); 

 

(f) 川下使用者が、第 37 条(4)(c)の免除に依存している場合を除き、化学物質安全性評価

を完成するのに脊椎動物による追加試験が必要であると川下使用者が考える場合には、脊

椎動物による追加試験の提案 
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(f) except where the downstream user is relying on the exemption in Article 37(4)(c), a 

proposal for additional testing on vertebrate animals, where this is considered necessary 

by the downstream user to complete his chemical safety assessment. 

 

3. 川下使用者は、第 1 項に基づいて報告された情報に変更が生じた場合には、遅滞なく、

この情報を更新するものとする。 

3. The downstream user shall update this information without delay in the event of a 

change in the information reported in accordance with paragraph 1. 

 

4. 川下使用者は、物質についての川下使用者の分類が供給者の分類と異なる場合には、化

学物質庁に対して報告しなければならない。 

4. A downstream user shall report to the Agency if his classification of a substance is 

different to that of his supplier. 

 

5. 第 37 条(4)(c)の免除に依存している場合を除き、特定された用途に年間 1 トン未満の量

で川下使用者が使用する物質そのもの又は調剤に含まれる物質については、本条第 1 項か

ら第 4 項までに基づく報告は必要とされない。 

5. Except where a downstream user is relying on the exemption in Article 37(4)(c), 

reporting in accordance with paragraphs 1 to 4 of this Article shall not be required in 

respect of a substance, on its own or in a preparation, used by the downstream user in 

quantities of less than one tonne per year for that particular use. 

 

 

第３９条 川下使用者の義務の適用 

Article 39  Application of downstream user obligations 

 

1. 川下使用者は、安全性データシートによって供給者から通知される登録番号を受領して

遅くとも 12 ヶ月後には、第 37 条の要件を遵守するよう要求される。 

1. Downstream users shall be required to comply with the requirements of Article 37 at the 

latest 12 months after receiving a registration number communicated to them by their 

suppliers in a safety data sheet. 
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2. 川下使用者、安全性データシートによって供給者から通知される登録番号を受領して遅

くとも 6 ヶ月後には、第 38 条の要件を遵守するよう要求される。 

2. Downstream users shall be required to comply with the requirements of Article 38 at the 

latest six months after receiving a registration number communicated to them by their 

suppliers in a safety data sheet. 

 

第５６条 一般的な規定 

Article 56  General provisions 

 

1. 製造者、輸入者又は川下使用者は、物質が附属書 XIV に含まれる場合には、以下に掲

げる場合を除き、その物質を使用するために上市、又は自ら使用してはならない。 

1. A manufacturer, importer or downstream user shall not place a substance on the market 

for a use or use it himself if that substance is included in Annex XIV, unless: 

 

(a) 物質そのもの若しくは調剤に含まれる物質の用途、又は物質の上市若しくは自らの使

用により行われる成形品への物質の組み込みが、第 60 条から第 64 条までに従って認可

されている場合、又は 

(a) the use(s) of that substance on its own or in a preparation or the incorporation of the 

substance into an article for which the substance is placed on the market or for which he 

uses the substance himself has been authorised in accordance with Articles 60 to 64; or 

 

(b) 物質そのもの若しくは調剤に含まれる物質の用途、又は物質の上市若しくは自らの使

用により行われる成形品への物質の組込みが、第 58 条(2)に従って附属書 XIV の認可の要

件から免除されている場合、又は 

(b) the use(s) of that substance on its own or in a preparation or the incorporation of the 

substance into an article for which the substance is placed on the market or for which he 

uses the substance himself has been exempted from the authorisation requirement in 

Annex XIV itself in accordance with Article 58(2); or 

 

(c) 第 58 条(1)(c)(i)に記す期日に達していない場合、又は 

(c) the date referred to in Article 58(1)(c)(i) has not been reached; or 
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(d) 第 58 条(1)(c)(i)に記す期日に達しており、その期日の製造者、輸入者又は川下使用者

により 18 ヶ月前に申請がなされているものの、認可の申請に対する決定がまだ下されて

いない場合、又は 

(d) the date referred to in Article 58(1)(c)(i) has been reached and he made an application 

18 months before that date but a decision on the application for authorisation has not yet 

been taken; or 

 

(e) 物質が上市されている場合には、その用途に関する認可が、サプライチェーンの直下

の川下使用者に与えられている場合 

(e) in cases where the substance is placed on the market, authorisation for that use has 

been granted to his immediate downstream user. 

 

2. 川下使用者は、物質の用途がその用途に関してサプライチェーンの川上の関係者に与え

られた認可の条件に沿っている場合には、第 1 項に定める基準に該当する物質を使用する

ことができる。 

2. A downstream user may use a substance meeting the criteria set out in paragraph 1 

provided that the use is in accordance with the conditions of an authorisation granted to an 

actor up his supply chain for that use. 

 

3. 第 1 項及び第 2 項は、科学的な研究開発における物質の用途には適用しない。第 1 項

及び第 2 項が製品や工程を見極めるための研究開発及び免除最大量に適用されるか否かは、

附属書 XIV において規定する。 

3. Paragraphs 1 and 2 shall not apply to the use of substances in scientific research and 

development. Annex XIV shall specify if paragraphs 1 and 2 apply to product and process 

orientated research and development as well as the maximum quantity exempted. 

 

 

第３１条 安全性データシートに対する要件 

Article 31  Requirements for safety data sheets 

 

6. 安全性データシートは、日付を付すとともに、以下の事項を含まなければならない。 

6. The safety data sheet shall be dated and shall contain the following headings: 
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1. 物質又は調剤及び会社又は企業の特定 

1. identification of the substance/preparation and of the company/undertaking; 

 

2. 有害性の特定 

2. hazards identification; 

 

3. 組成又は成分に関する情報 

3. composition/information on ingredients; 

 

4. 応急処置 

4. first-aid measures; 

 

5. 消火措置 

5. fire-fighting measures; 

 

6. 偶発的放出に対する対策 

6. accidental release measures; 

 

7. 取扱い及び貯蔵 

7. handling and storage; 

 

8. ばく露の管理又は個人の保護 

8. exposure controls/personal protection; 

 

9. 物理化学的特性 

9. physical and chemical properties; 

 

10. 安全性及び反応性 

10. stability and reactivity; 

 

11. 毒性学的情報 
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11. toxicological information; 

 

12. 生態学的情報 

12. ecological information; 

 

13. 廃棄に対する配慮 

13. disposal considerations; 

 

14. 輸送情報 

14. transport information; 

 

15. 規制情報 

15. regulatory information; 

 

16. 他の情報 

16. other information. 

 

7. 第 14 条又は第 37 条に基づき化学物質安全性報告書を作成する必要のあるサプライチ

ェーンのいかなる関係者も、特定された用途を含む、また附属書 XI の 3 節の適用によっ

て生じる特定の条件を含む安全性データシートの付録に、関連するばく露シナリオ（必要

に応じて、用途・ばく露区分を含む）を付けなければならない。 

7. Any actor in the supply chain who is required to prepare a chemical safety report 

according to Articles 14 or 37 shall place the relevant exposure scenarios (including use 

and exposure categories where appropriate) in an annex to the safety data sheet covering 

identified uses and including specific conditions resulting from the application of Section 3 

of Annex XI. 

 

いかなる川下使用者も、特定された用途に関して自分自身の安全性データシートを作成

する場合には、提供された安全性データシートからの関連するばく露シナリオを含めると

ともに、他の関連の情報を使用しなければならない。 

Any downstream user shall include relevant exposure scenarios, and use other relevant 

information, from the safety data sheet supplied to him when compiling his own safety 
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data sheet for identified uses. 

 

いかなる流通業者も、第 37 条(2)に基づき情報を伝達した使用について、それ自体の安

全性データシートを作成する場合には、提供された安全性データシートからの関連するば

く露シナリオを伝達するとともに、他の関連情報を使用しなければならない。 

Any distributor shall pass on relevant exposure scenarios, and use other relevant 

information, from the safety data sheet supplied to him when compiling his own safety 

data sheet for uses for which he has passed on information according to Article 37(2). 
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6-2 高懸念物質（SVHC）候補 

 REACH の付属書に SVHC の候補として挙げられている化学物質と、欧州の環境団体が

出した REACH SIN という化学物質のリストについて、日本国内の用途と生産量を整理し

た。さらに、用途と生産量から見て機械産業として注目しておく必要があると考えられた

化学物質を集めて表 6-2-1 に示した。もちろん、○が付いていないものは注意する必要が

ないということではなく、あくまでも参考資料である。 

 

表 6-2-1 SVHC 候補の整理（1/7） 

REACH 化合物名 
Reason for 

inclusion 
化合物名 用途 生産 化管法 化審法 判定

 1306-19-0   cadmium oxide (non-pyrophoric) Classified CMR 酸化カドミウム 電気メッキ 
260t（2005年排出・

移動量） 

第2条第1種指定化学

物質 
  ○ 

 1333-82-0   chromium (VI) trioxide Classified CMR 無水クロム酸 
クロムメッキ、クロメ

ート処理 
11,857t（2006年） 

第2条第1種指定化学

物質 
  ○ 

 1344-37-2   
Lead sulfochromate yellow; C.I. 

Pigment Yellow 34;  
Classified CMR 黄鉛 

油性、合成樹脂塗料の

原料、印刷インキ 
1,800t（2006年） 

第2条第1種指定化学

物質 
  ○ 

 2451-62-9   

1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-

triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione; 

TGIC 

Classified CMR 

トリスエポキシ

プロピルイソシ

アネート 

粉体塗料用、エポキシ

樹脂改質剤、難燃プラ

スチックの安定剤 

2,000t（2006年） 
第2条第1種指定化学

物質 

第2条第2種監視化学

物質 
○ 

612-83-9[1

]   

3,3'-dichlorobenzidine 

dihydrochloride; 

3,3'-dichlorobenzidine dihydrogen 

bis(sulphate); 

3,3'-dichlorobenzidine sulphate 

Classified CMR 

3,3'-ジクロロ

-4,4'-ジアミノ

ビフェニル 

有機黄色顔料の中間

物 
6,000t（2006年） 

第2条第1種指定化学

物質 

第2条第2種監視化学

物質 
○ 

 7440-43-9   

cadmium (pyrophoric); cadmium 

(non-pyrophoric); cadmium oxide 

(non-pyrophoric) 

Classified CMR カドミウム 
顔料、電池、合金、メ

ッキ 
2,286t（2006年） 

第2条第1種指定化学

物質 
  ○ 

 7789-00-6   potassium chromate Classified CMR 
クロム酸カリウ

ム 

クロム酸塩の製造、顔

料、インキ 

521t（2005年排出・

移動量） 

第2条第1種指定化学

物質 
  ○ 

 7789-12-0   sodium dichromate, dihydrate Classified CMR 
重クロム酸ソー

ダ 
クロム化合物の原料

521t（2005年排出・

移動量） 

第2条第1種指定化学

物質 

第2条第2種監視化学

物質 
SVHC

 91-94-1   

3,3'-dichlorobenzidine; 

3,3'-dichlorobiphenyl-4,4'-ylened

iamine 

Classified CMR 

3,3'ジクロロ

-4,4'-ジアミノ

ビフェニル 

有機黄色顔料の中間

物 
6,000t（2006年） 

第2条第1種指定化学

物質 

第2条第2種監視化学

物質 
○ 

 95-53-4   o-toluidine; 2-aminotoluene Classified CMR トルイジン 
アゾ系および硫化系

染料 
292t（2006年） 

第2条第1種指定化学

物質 

第2条第3種監視化学

物質 
○ 

 96-13-9   
2,3-dibromopropan-1-ol; 

2,3-dibromo-1-propanol 
Classified CMR 

m-トルイレンジ

アミン 

ポリウレタン樹脂原

料、染料中間体 
100t（2006年） 

第2条第1種指定化学

物質 

第2条第2種監視化学

物質 
○ 

10124-36-4   cadmium sulphate Classified CMR 硫酸カドミウム
カドミウム電池、メッ

キ 

260t（2005年排出・

移動量） 

第2条第1種指定化学

物質 
  ○ 

 

10108-64-2   
cadmium chloride Classified CMR 塩化カドミウム

写真、メッキ、顔料の

製造原料。触媒 

260ｔ（2005年排出・

移動量） 

第2条第1種指定化学

物質 
  ○ 

13424-46-9   lead diazide; lead azide Classified CMR アジ化鉛 起爆薬 
16,581t（2005年排

出・移動量） 

第2条第1種指定化学

物質 
  ○ 

 68-12-2 
N,N-dimethylformamide; dimethyl 

formamide 
Classified CMR 

N,N-ジメチルホ

ルムアミド 

人工皮革、特殊インク

など 
50,000t（2006年） 

第2条第1種指定化学

物質 

第2条第2種監視化学

物質 
○ 

 75-01-4 vinyl chloride; chloroethylene Classified CMR 
塩化ビニルモノ

マー 
ポリ塩化ビニル 3,227,735t（2006年）

第2条第1種指定化学

物質 

第2条第2種監視化学

物質 
○ 

 79-06-1 acrylamide; prop-2-enamide Classified CMR アクリルアミド
凝集剤、土壌改良剤、

接着剤、塗料 
73,000t（2006年） 

第2条第1種指定化学

物質 
  ○ 

 80-05-7 Bisphenol A 

Equivalent 

level of 

concern 

ビスフェノール

A 

ポリカーボネート樹

脂、エポキシ樹脂 
530,077t（2006年）

第2条第1種指定化学

物質 

第2条第3種監視化学

物質 
○ 

 0588-01-9   sodium dichromate anhydrate Classified CMR 
重クロム酸ソー

ダ 

クロム酸系顔料の原

料、金属表面処理 
1,287ｔ（2006年） 

第2条第1種指定化学

物質 

第2条第2種監視化学

物質 
○ 

 106-89-8   
1-chloro-2,3-epoxypropane; 

epichlorhydrin 
Classified CMR 

エピクロロヒド

リン 

エポキシ樹脂、イオン

交換樹脂などの原料
110,621t（2006年）

第2条第1種指定化学

物質 
  ○ 

 106-99-0   1,3-butadiene; buta-1,3-diene Classified CMR ブタジエン 合成ゴム 1,002,143t（2006年）
第2条第1種指定化学

物質 

第2条第2種監視化学

物質 
○ 

 107-06-2   
1,2-dichloroethane; ethylene 

dichloride 
Classified CMR 二塩化エチレン

塩ビモノマー原料、有

機溶剤 
3,513,767t（2006年）

第2条第1種指定化学

物質 

第2条第2種監視化学

物質 
○ 
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表 6-2-1 SVHC 候補の整理（2/7） 

REACH 化合物名 
Reason for 

inclusion 
化合物名 用途 生産 化管法 化審法 判定

 107-13-1   acrylonitrile Classified CMR 
アクリロニトリ

ル 

アクリル系合成繊維、

合成ゴム、ABS樹脂 
667,290t（2006年）

第2条第1種指定化学

物質 
  ○ 

 109-86-4   
2-methoxyethanol; ethylene glycol 

monomethyl ether 
Classified CMR 

エチレングリコ

ールモノメチル

エーテル 

各種樹脂、溶剤、塗料

溶剤 
6,000t（2006年） 

第2条第1種指定化学

物質 
  ○ 

 117-81-7   
bis(2-ethylhexyl) phthalate; 

di-(2-ethylhexyl) phthalate; DEHP 
Classified CMR DOP 

塩ビ製品（シート、レ

ザー、電線被覆材）
173,281t（2006年）

第2条第1種指定化学

物質 
  SVHC

12656-85-8   
Lead chromate molybdate sulfate 

red; C.I. Pigment Red 104 
Classified CMR モリブデン赤 塗料、印刷インキ 2,700t（2006年） 

第2条第1種指定化学

物質 
  ○ 

 1306-23-6   cadmium sulphide Classified CMR カドミウム黄 
高級絵具、合成樹脂・

ガラス着色用 

260t（2005年排出・

移動量） 

第2条第1種指定化学

物質 
  ○ 

 301-04-2   lead di(acetate) Classified CMR 酢酸鉛（無水物） 合成染料、塗料乾燥剤 150t（2006年） 
第2条第1種指定化学

物質 
  ○ 

 62-55-5   thioacetamide Classified CMR 
チオアセトアミ

ド 

医薬品、写真薬、染料

などの中間体 
  

第2条第2種指定化学

物質 

第2条第2種監視化学

物質 
○ 

 7758-97-6   lead chromate Classified CMR クロム酸鉛 
油性、合成樹脂塗料の

原料、印刷インキ 
1,800t（2006年） 

第2条第1種指定化学

物質 
  ○ 

 7778-50-9   potassium dichromate Classified CMR 
クロム酸カリウ

ム 
顔料の原料 357t（2006年） 

第2条第1種指定化学

物質 
  ○ 

 78-79-5   
isoprene (stabilized); 

2-methyl-1,3-butadiene 
Classified CMR イソプレン ゴムの原料 120,000t（2006年）

第2条第1種指定化学

物質 

第2条第2種監視化学

物質 
○ 

 84-74-2   dibutyl phthalate; DBP Classified CMR DBP 
ラッカー、接着剤、印

刷インキ 
2,449t（2006年） 

第2条第1種指定化学

物質 
  SVHC

 90-04-0   2-methoxyaniline; o-anisidine Classified CMR アニシジン 染料の中間物 150t（2006年） 
第2条第1種指定化学

物質 
  ○ 

 96-45-7   

ethylene thiourea; 

imidazolidine-2-thione; 

2-imidazoline-2-thiol 

Classified CMR 
2-メルカプトイ

ミダゾリン 
加硫促進剤 

11t（2005年排出・移

動量） 

第2条第1種指定化学

物質 

第2条第2種監視化学

物質 
○ 

98-54-4 4-tert-butylphenol  

Equivalent 

level of 

concern 

p-t-ブチルフェ

ノール 
樹脂の分子量調整剤 20,000t（2006年）   

第2条第2種監視化学

物質 
○ 

 57-14-7   N,N-dimethylhydrazine Classified CMR 
ジメチルヒドラ

ジン 

合成繊維・合成樹脂の

安定剤、ミサイル推進

薬 

200t（2006年） 
第2条第2種指定化学

物質 

第2条第2種監視化学

物質 
○ 

 101-14-4   

2,2'-dichloro-4,4'-methylenediani

line; 4,4'-methylene 

bis(2-chloroaniline) 

Classified CMR 

3,3'-ジクロロ

-4,4'-ジアミノ

ジフェニルメタ

ン 

ウレタンエラストマ

ー用硬化剤、エポキシ

樹脂硬化剤 

28t（2005年排出・移

動量） 

第2条第1種指定化学

物質 

第2条第2種監視化学

物質 
不明

 110-71-4   
1,2-dimethoxyethane; ethylene 

glycol dimethyl ether; EGDME 
Classified CMR 

エチレングリコ

ールジメチルエ

ーテル 

溶剤       不明

 110-80-5   
2-ethoxyethanol; ethylene glycol 

monoethyl ether 
Classified CMR 

エチルジグリコ

ール 

各種樹脂溶剤、可塑剤

原料 
7,000t（2006年）     不明

 111-15-9   
2-ethoxyethyl acetate; ethylglycol 

acetate 
Classified CMR 

エチレングリコ

ールモノエチル

エーテルアセテ

ート 

  5,000t（2006年） 
第2条第1種指定化学

物質 
  不明

 111-96-6   bis(2-methoxyethyl) ether Classified CMR 

トリエチレング

リコールジメチ

ルエーテル 

溶剤       不明

 1120-71-4   
1,3-propanesultone; 

1,2-oxathiolane 2,2-dioxide 
Classified CMR 

プロパンスルト

ン 

合成樹脂、塗料などの

合成中間体 
  

第2条第2種指定化学

物質 
  不明

 112-49-2   

1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane; 

TEGDME; triethylene glycol 

dimethyl ether;  

triglyme 

Classified CMR 

テトラエチレン

グリコールジメ

チルエーテル 

溶剤       不明

 119-90-4   
3,3'-dimethoxybenzidine; 

o-dianisidine 
Classified CMR ジアニシジン 

医薬・農薬中間体染料

の中間物 
200t（2006年）     不明

 119-93-7   4,4'-bi-o-toluidine Classified CMR 

二塩化3,3'-ジ

メチルベンジジ

ニウム 

遊離塩素検出、潜血反

応 
  

第2条第1種指定化学

物質 

第2条第2種監視化学

物質 
不明

120-12-7 Anthracene, pure  PBT アントラセン 

アンスラキノン原料、

カーボンブラック原

料 

      SVHC

 122-60-1   

phenyl glycidyl ether; 

2,3-epoxypropyl phenyl ether; 

1,2-epoxy-3-phenoxypropane 

Classified CMR グリシドール 

エポキシ樹脂、アルキ

ド樹脂の反応性希釈

剤 

2t（2005年排出・移

動量） 

第2条第1種指定化学

物質 
  不明
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表 6-2-1 SVHC 候補の整理（3/7） 

REACH 化合物名 
Reason for 

inclusion 
化合物名 用途 生産 化管法 化審法 判定

15245-44-0   

lead 2,4,6-trinitro-m-phenylene 

dioxide; lead 

2,4,6-trinitroresorcinoxide; lead 

styphnate 

Classified CMR トリシネート 起爆薬 
16,581t（2005年排

出・移動量） 

第2条第1種指定化学

物質 
  不明

 302-01-2   hydrazine Classified CMR ヒドラジン 
ロケット燃料、エアー

バッグ用起爆剤 

441t（2005年排出・

移動量） 

第2条第1種指定化学

物質 

第2条第3種監視化学

物質 
不明

32536-52-0   
Diphenyl ether, octabromo 

derivative 

PBT/ Classified 

CMR 

オクタジブロモ

フェニルエーテ

ル 

フェノール、エポキシ

樹脂等用難燃剤 
      不明

50-00-0 Formaldehyde 

Equivalent 

level of 

concern 

ホルマリン 
石炭酸系・尿素系・メ

ラミン系樹脂原料 
1,160,027t（2006年）

第2条第1種指定化学

物質 
  不明

 

51594-55-9   
R-1-chloro-2,3-epoxypropane Classified CMR 

エピクロロヒド

リン 

エポキシ樹脂などの

原料、可塑剤、安定剤
110,621t（2006年）

第2条第1種指定化学

物質 
  不明

 556-52-5   
2,3-epoxypropan-1-ol; glycidol; 

oxiranemethanol 
Classified CMR グリシドール 

エポキシ樹脂、アルキ

ド樹脂の反応性希釈

剤 

2t（2005年排出・移

動量） 

第2条第1種指定化学

物質 
  不明

 625-45-6   methoxyacetic acid Classified CMR メトキシ酢酸         不明

 71-43-2   benzene Classified CMR ベンゼン 
染料、合成ゴムなどの

原料、塗料などの溶剤
4,873,500t（2006年）

第2条第1種指定化学

物質 
  不明

 75-21-8   ethylene oxide; oxirane Classified CMR 酸化エチレン 
有機合成原料、有機合

成顔料、殺菌剤 
973,761t（2006年）

第2条第1種指定化学

物質 
  不明

 75-26-3   2-bromopropane Classified CMR 
イソプロピルブ

ロマイド 

医薬・農薬・感光剤中

間体 
100t（2006年） 

第2条第1種指定化学

物質 
  不明

 75-56-9   
propylene oxide; 1,2-epoxypropane; 

methyloxirane 
Classified CMR 酸化プロピレン

プロピレングリコー

ルの原料 
540,998t（2006年）

第2条第1種指定化学

物質 
  不明

 7646-79-9   cobalt dichloride Classified CMR 塩化コバルト 乾湿指示薬 
232t（2005年排出・

移動量） 

第2条第1種指定化学

物質 
  SVHC

 838-88-0   4,4'-methylenedi-o-toluidine Classified CMR 

3,3'-ジメチル

-4,4'-ジアミノ

ジフェニルメタ

ン 

エポキシ樹脂、ウレタ

ン樹脂硬化剤 
5t（2006年）     不明

 85-68-7   BBP; benzyl butyl phtalate Classified CMR BBP 床壁用タイル、塗料用 2,000t（2006年） 
第2条第1種指定化学

物質 
  不明

 88-72-2   2-nitrotoluene Classified CMR ニトロトルエン 染料中間物       不明

91-20-3 Naphthalene  

Equivalent 

level of 

concern 

ナフタレン 染料中間物、合成樹脂 201,568t（2006年）     不明

 91-23-6   2-nitroanisole Classified CMR 
ニトロアニソー

ル 
染料、医薬品の中間体 800t（2006年）     不明

 75-12-7 formamide Classified CMR ホルムアミド 
医薬その他有機合成

中間原料 
1,000t（2006年） なし なし 不明

 9-01-6 
trichloroethylene; 

trichloroethene 
Classified CMR 

トリクロロエチ

レン 

金属機械部品などの

脱油脂洗浄 
79,265t（2006年） 

第2条第1種指定化学

物質 

施行令第1条の2第2

種特定化学物質 
不明

100-44-7   α-chlorotoluene; benzyl chloride Classified CMR 塩化ベンジル 
有機合成、医薬中間

体、写真現像薬 

60ｔ（2005年排出・

移動量） 

第2条第1種指定化学

物質 
  不明

 100-63-0 

[1]   
phenylhydrazine Classified CMR 

フェニルヒドラ

ジン 
医薬、農薬の出発原料       不明

 106-94-5   1-bromopropane; n-propyl bromide Classified CMR 臭化n-プロピル 医薬・農薬中間体 300t（2006年）     不明

 107-30-2   
chlormethyl methyl ether; 

chlorodimethyl ether 
Classified CMR 

クロロメチルエ

ーテル 
医薬・農薬中間体       不明

127-19-5   N,N-dimethylacetamide Classified CMR 
N,N-ジメチルア

セトアミド 

反応溶媒、樹脂溶剤、

塗料剥離剤 
      不明

 1335-32-6   lead acetate, basic; lead acetate Classified CMR 塩基性酢酸鉛 糖分析       不明

 151-56-4   ethyleneimine; aziridine Classified CMR エチレニミン タウリン、農薬 
0t（2005年排出・移

動量） 

第2条第1種指定化学

物質 
  不明

 51-79-6   urethane (INN); ethyl carbamate Classified CMR 
カルバミド酸エ

チル 
生化学用       不明

 573-58-0   

disodium 

3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbi

s(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-s

ulphonate); C.I. Direct Red 28 

Classified CMR コンゴーレッド 生体染色、吸着指示薬       不明

 59-88-1 

[2]   
phenylhydrazinium chloride Classified CMR 

塩化フェニルヒ

ドラジニウム 

検出（アルデヒド、ケ

トン） 
      不明
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表 6-2-1 SVHC 候補の整理（4/7） 

REACH 化合物名 
Reason for 

inclusion 
化合物名 用途 生産 化管法 化審法 判定

 

612-82-8[1

] 

64969-36-4

[2] 

74753-18-7

[3]   

4,4'-bi-o-toluidine 

dihydrochloride 
Classified CMR 

二塩化3,3'-ジ

メチルベンジジ

ニウム 

検出（遊離塩素）、潜

血反応 
  

第2条第1種指定化学

物質 

第2条第2種監視化学

物質 
不明

 630-08-0   carbon monoxide Classified CMR 一酸化炭素 

金属カーボニル、メタ

ノール、アンモニア原

料 

      不明

 64-67-5   diethyl sulphate Classified CMR ジエチル硫酸 

染料、医薬品、農薬、

ファインケミカルの

エチル化剤 

      不明

70987-78-9   
oxiranemethanol, 

4-methylbenzene-sulfonate, (S)- 
Classified CMR 

2,2-ジメチル

-1,3-ジオキソ

ラン-4-メタノ

ール 

医薬・農薬中間体       不明

 75-28-5 

[2]   
    イソブタン 家庭用燃料 4,801,403t（2006年）     不明

 77-78-1   dimethyl sulphate Classified CMR ジメチル硫酸 
有機合成のメチル化

剤 
      不明

 79-46-9   2-nitropropane Classified CMR 
2-ニトロプロパ

ン 
溶剤       不明

 81-81-2   warfarin Classified CMR 
クマリン系殺鼠

剤 
殺鼠剤 4.7t（2006年）     不明

10124-43-3   cobalt sulphate Classified CMR           不明

101-77-9 
4,4'-diaminodiphenylmethane; 

4,4'-methylenedianiline 
Classified CMR           不明

 101-80-4 

[1]   

4,4'-oxydianiline and its salts; 

p-aminophenyl ether 
Classified CMR           不明

 106-93-4   1,2-dibromoethane Classified CMR           不明

 106-97-8 

[1]   
              不明

108225-03-

2   

(6-(4-hydroxy-3-(2-methoxyphenyla

zo)-2-sulfonato-7-naphthylamino)-

1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[(amino

-1-methylethyl)ammonium] formate 

Classified CMR           不明

 110-00-9   furan Classified CMR           不明

 110-49-6   
2-methoxyethyl acetate; 

methylglycol acetate 
Classified CMR           不明

 1116-54-7   2,2'-(nitrosoimino)bisethanol Classified CMR           不明

 117-82-8   bis(2-methoxyethyl) phthalate Classified CMR           不明

 118-74-1   hexachlorobenzene Classified CMR           不明

12001-28-4   asbestos Classified CMR           不明

12001-29-5                 不明

12035-36-8   nickel dioxide Classified CMR           不明

12035-72-2   
nickel subsulphide; trinickel 

disulphide 
Classified CMR           不明

 120-71-8   
6-methoxy-m-toluidine; 

p-cresidine 
Classified CMR           不明

 121-14-2 

[1] 

25321-14-6 

[2]   

2,4-dinitrotoluene;  Classified CMR           不明

 122-66-7   
hydrazobenzene; 

1,2-diphenylhydrazine 
Classified CMR           不明

 123-39-7   N-methylformamide Classified CMR           不明

12510-42-8   erionite Classified CMR           不明

 126-99-8   
chloroprene (stabilized); 

2-chlorobuta-1,3-diene 
Classified CMR           不明

 1303-28-2   
diarsenic pentaoxide; arsenic 

pentoxide; arsenic oxide 
Classified CMR           SVHC

 1304-56-9   beryllium oxide Classified CMR           不明

 1313-99-1   nickel monoxide Classified CMR           不明

 1314-06-3   dinickel trioxide Classified CMR           不明

 1327-53-3   
diarsenic trioxide; arsenic 

trioxide 
Classified CMR           不明

13463-39-3   
tetracarbonylnickel; nickel 

tetracarbonyl 
Classified CMR           不明
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表 6-2-1 SVHC 候補の整理（5/7） 

REACH 化合物名 
Reason for 

inclusion 
化合物名 用途 生産 化管法 化審法 判定

 137-17-7 

[1] 

21436-97-5 

[2]   

2,4,5-trimethylaniline Classified CMR           不明

13765-19-0   calcium chromate Classified CMR           不明

 139-65-1 

[1]   
4,4'-thiodianiline and its salts Classified CMR           不明

143860-04-

2   

3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl

)-1,3-oxazolidine 
Classified CMR           不明

 1464-53-5   
2,2'-bioxirane; 

1,2:3,4-diepoxybutane 
Classified CMR           不明

14977-61-8   
chromyl dichloride; chromic 

oxychloride 
Classified CMR           不明

15606-95-8   triethyl arsenate Classified CMR           不明

 1589-47-5   2-methoxypropanol Classified CMR           不明

16071-86-6   

disodium 

{5-[(4'-((2,6-hydroxy-3-((2-hydro

xy-5-sulphophenyl)azo)phenyl)azo)

(1,1'-biphenyl)-4-yl)azo]salicyla

to(4-)}cuprate(2-); CI Direct 

Brown 95 

Classified CMR           不明

164058-22-

4   

trisodium 

[4'-(8-acetylamino-3,6-disulfonat

o-2-naphthylazo)-4''-(6-benzoylam

ino-3-sulfonato-2-naphthylazo)-bi

phenyl-1,3',3'',1'''-tetraolato-O

,O',O'',O''']copper(II) 

Classified CMR           不明

16812-54-7   nickel sulphide Classified CMR           不明

17570-76-2   lead(II) methanesulphonate Classified CMR           不明

 192-97-2   benzo[e]pyrene Classified CMR           不明

1937-37-7   

disodium 

4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminopheny

l)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-5

-hydroxy-6-(phenylazo)naphtalene-

2,7-disulphonate; C.I. Direct 

Black 38 

Classified CMR           不明

 205-82-3   benzo[j]fluoranthene Classified CMR           不明

 205-99-2   benz[e]acephenanthrylene Classified CMR           不明

 207-08-9   benzo[k]fluoranthene Classified CMR           不明

 218-01-9   chrysene Classified CMR           不明

24613-89-6   

dichromium tris(chromate); 

chromium III chromate; chromic 

chromate 

Classified CMR           不明

2475-45-8   
1,4,5,8-tetraaminoanthraquinone; 

C.I. Disperse Blue 1 
Classified CMR           不明

25808-74-6   lead hexafluorosilicate Classified CMR           不明

2602-46-2   

tetrasodium 

3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbi

s(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynapht

halene-2,7-disulphonate]; C.I. 

Direct Blue 6 

Classified CMR           不明

27140-08-5 

[3]   
phenylhydrazine hydrochloride Classified CMR           不明

 334-88-3   diazomethane Classified CMR           不明

37894-46-5   

6-(2-chloroethyl)-6-(2-methoxyeth

oxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaunde

cane; etacelasil 

Classified CMR           不明

 399-95-1   4-amino-3-fluorophenol Classified CMR           不明

 50-32-8   
benzo[a]pyrene; 

benzo[def]chrysene 
Classified CMR           不明

52033-74-6 

[4]   
phenylhydrazinium sulphate (2:1) Classified CMR           不明

 5216-25-1   
α,α,α,4-tetrachlorotoluene; 

p-chlorobenzotrichloride 
Classified CMR           不明

 53-70-3   dibenz[a,h]anthracene Classified CMR           不明

 540-73-8   1,2-dimethylhydrazine Classified CMR           不明

 542-56-3   isobutyl nitrite Classified CMR           不明
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表 6-2-1 SVHC 候補の整理（6/7） 

REACH 化合物名 
Reason for 

inclusion 
化合物名 用途 生産 化管法 化審法 判定

 542-88-1   
bis (chloromethyl) ether; 

oxybis(chloromethane) 
Classified CMR           不明

553-00-4[1

] 

612-52-2[2

]   

salts of 2-naphthylamine Classified CMR           不明

 56-55-3   benz[a]anthracene Classified CMR           不明

57044-25-4   R-2,3-epoxy-1-propanol Classified CMR           不明

 57-57-8   3-propanolide; 1,3-propiolactone Classified CMR           不明

 581-89-5   2-nitronaphthalene Classified CMR           不明

592-62-1   
methyl-ONN-azoxymethyl acetate; 

methyl azoxy methyl acetate 
Classified CMR           不明

 593-60-2   bromoethylene Classified CMR           不明

59653-74-6   

1,3,5-tris-[(2S and 

2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazi

ne-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione 

Classified CMR           不明

 602-01-7   2,3-dinitrotoluene Classified CMR           不明

 602-87-9   5-nitroacenaphthene Classified CMR           不明

 606-20-2   2,6-dinitrotoluene Classified CMR           不明

610-39-9   3,4-dinitrotoluene Classified CMR           不明

 615-05-4 

[1] 

39156-41-7 

[2]   

2,4-diaminoanisole; 

4-methoxy-m-phenylenediamine; [1] 

2,4-diaminoanisole sulphate [2] 

Classified CMR           不明

61571-06-0   
tetrahydrothiopyran-3-carboxaldeh

yde 
Classified CMR           不明

 618-85-9   3,5-dinitrotoluene Classified CMR           不明

 619-15-8   2,5-dinitrotoluene Classified CMR           不明

 621-64-7   nitrosodipropylamine Classified CMR           不明

 62-75-9   
dimethylnitrosoamine; 

N-nitrosodimethylamine 
Classified CMR           不明

65321-67-7   

[3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4

'-diyl]diammonium bis(hydrogen 

sulphate) 

Classified CMR           不明

 66-81-9   cycloheximide Classified CMR           不明

680-31-9   
hexamethylphosphoric triamide; 

hexamethylphosphoramide 
Classified CMR           不明

68049-83-2   azafenidin Classified CMR           不明

 6807-17-6   4,4-isobutylethylidenediphenol Classified CMR           不明

68515-42-4   

1,2-benzenedicarboxylic acid; 

di-C7-11-branched and linear 

alkylesters 

Classified CMR           不明

70-25-7   
1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidi

ne 
Classified CMR           不明

70657-70-4   2-methoxypropyl acetate Classified CMR           不明

 7440-41-7   beryllium Classified CMR           不明

 7446-27-7   trilead bis(orthophosphate) Classified CMR           不明

 75-55-8   2-methylaziridine; propyleneimine Classified CMR           不明

 764-41-0   1,4-dichlorobut-2-ene Classified CMR           不明

 7784-40-9   lead hydrogen arsenate Classified CMR           不明

 7790-79-6   cadmium fluoride Classified CMR           不明

 79-16-3   N-methylacetamide Classified CMR           不明

 79-44-7   dimethylcarbamoyl chloride Classified CMR           不明

80387-97-9   

2-ethylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimeth

ylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]t

hio]acetate 

Classified CMR           不明

84777-06-0 

[1] - [2] 

131-18-0 

[3] 

42925-80-4 

[4]   

1,2-benzenedicarboxylic acid, 

dipentylester, branched and 

linear; [1] 

Classified CMR           不明
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表 6-2-1 SVHC 候補の整理（7/7） 

REACH 化合物名 
Reason for 

inclusion 
化合物名 用途 生産 化管法 化審法 判定

85136-74-9   

6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-

4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo)ph

enylazo]-1,2-dihydro-3-pyridineca

rbonitrile 

Classified CMR           不明

 88-85-7   
dinoseb; 

6-sec-butyl-2,4-dinitrophenol 
Classified CMR           不明

90640-81-6   Anthracene oil, anthracene paste  
PBT/ Classified 

CMR 
          不明

90640-82-7   Anthracene oil, anthracenelow  
PBT/ Classified 

CMR 
          不明

 90-94-8   
4,4'-bis(dimethylamino)benzopheno

ne; Michler's ketone 
Classified CMR           不明

 91-59-8   2-naphthylamine Classified CMR           不明

91995-15-2   
Anthracene oil, anthracene paste, 

anthracene fraction  

PBT/ Classified 

CMR 
          不明

 

91995-17-4   

Anthracene oil, anthracene paste, 

distn. Lights  

PBT/ Classified 

CMR 
          不明

 92-67-1   
biphenyl-4-ylamine; xenylamine; 

4-aminobiphenyl 
Classified CMR           不明

 92-87-5   

benzidine; 

1,1'-biphenyl-4,4'-diamine; 

4,4'-diaminobiphenyl; 

biphenyl-4,4'-ylenediamine 

Classified CMR           不明

 92-93-3   4-nitrobiphenyl Classified CMR           不明

 95-69-2 

[1] 

3165-93-3 

[2]   

4-chloro-o-toluidine Classified CMR           不明

 95-80-7   
4-methyl-m-phenylenediamine; 

2,4-toluenediamine 
Classified CMR           不明

 96-18-4   1,2,3-trichloropropane Classified CMR           不明

 96-23-1   1,3-dichloro-2-propanol Classified CMR           不明

 97-56-3   

4-o-tolylazo-o-toluidine; 

4-amino-2',3-dimethylazobenzene; 

fast garnet GBC base; AAT; 

o-aminoazotoluene 

Classified CMR           不明
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6-3 欧州化学工業連盟の化学物質情報伝達シート 

 

CEFIC Dialogue Template for SES Building (version 1.0 - 6 March 2009) 

A. Each form gives information on Use and ES for a given product  

B. The MI (together with DU organisations) populates the information under "Proposed ES" using the drop-down menus when available 

C. The DU (Downstream User) indicates where his ES deviates from proposed ES under "Deviation from proposed ES" using the 

drop-down menus when available 

D. Eventually, DU can idenfity a new use under 'New ES introduced by DU" 

 

Explanation colors 

  entry fields for MI 
  entry fields for DU 

  entry fields for new ES by DU 

 

No. 

  

Information item 

  

Available options 
(plus explanatory notes) 

Proposed ES1 
(to be completed by 
MI) 

Deviation from proposed 
ES1 
(to be completed by DU) 

0 Product Identification 0 1 1 

0.1 Product name as it appears on SDS Free text     

1 Short title exposure scenario 0 1 1 

1.1 Internal name Free text     

1.2 Sector(s) of Use (SU) Listing [full description in glossary in line below] - 
multiple SU per ES possible. Please list as: SU 1, SU 
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3, … 

Glossary       

1.3 Process Category(ies)  (PROC) Selection  
[full description in glossary in line below] 

    

Glossary       

1.4 Product OR Article category Select EITHER product OR article category in 1.4.1 
or 1.4.2 

    

1.4.1 Product Category(ies). (PC)    Selection  
(preferably use descriptors from dropdown list 
without an "n" after the PC_no. allowing the 
consideration of process subcategories in consumer 
risk assessments) [full description in glossary in line 
below] 

    

Glossary       

1.4.2 Article Category(ies). (AC) Selection   
(preferably use descriptors from dropdown list 
without an "n" after the AC no. allowing the 
consideration of article subcategories in consumer 
risk assessments) [full description in glossary in line 
below] 

    

Glossary       

1.5 Environmental Release Category(ies) 

(ERC) 

Selection 
[full description in glossary in line below] 

    

Gloss.:       

2 Processes and activities       

2.1 Life Cycle Stage  Selection      

2.2 Optional: Provide additional Free text     
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information on processes and 

activities if needed 

2.3 Max. process temperature. Ambient temperature  [°C] (default = 20 °C)     

3 Human health - Workers       

3.1 Type of use Please select professional or industrial use or both     

3.2.1 Physical form under conditions of use Select one of the following options:      

3.3.2 Dustiness category for solid 

substances.  

In case of a solid (powder): select one of the 
dustiness options. 

    

3.4 Max. duration of inhalatory exposure. Explanation on exposure duration  
> 4 h: equals less than 8 hours 
1 h - 4 h: equals less than 4 hours 
15 min - 1 h: equals less than 1 hour 
< 15 min (short term) 

    

3.5 Outdoor or indoor operation and 

application of Local Exhaust 

Ventilation (LEV) 

 "outdoor" will assume 30% reduction of exposure 
compared to indoor without LEV, for indoor please 
specify whether LEV is used: 

    

3.6 Use of respiratory protection 

equipment (RPE). 

Indicate type of RPE, when RPE is used on a regular 
basis. Please also indicate the efficiency e.g. >90% 
for half face mask, >95% for full face mask: 

    

3.7 Use of dermal protective clothes and 

gloves. 

Select Yes / No     

3.8 Dilution factor of the product.  Free text. e.g. factor 2 = 50%, 4 = 25%, always 
based on product entering the process) [Required to 
determine the max. concentration of the substance in 
the product at process stage] 

    

4 Consumer exposure       
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4.1.1 Product Sub-category(ies) Selection from list offered based on the selection of 
PC in 1.4.1 

    

4.1.2 Article Sub-category(ies) Selection from list offered based on the selection of 
AC in 1.4.2 

    

4.2 Is the Product a spray? Select Yes / No     

4.3 Maximum fraction of the product in 

the consumer product used per 

consumer per event  

Maximum fraction of product  in the consumer 
product (e.g. 0.1 = 10%, maximum value = 1=100%)  
[-] 

    

4.4 Max. dermal contact area with skin Select the appropriate option(s):     

4.5 Max. oral contact area with mouth Select the appropriate option(s):     

4.6 Maximum amount used per 

consumer per event  

Free text. Maximum amount of consumer product 
used per event (consumer use)  [g] : 

    

4.7 Optional : provide risk management 

measures if needed 

Free text     

5 Environmental exposure       

5.1 Maximum amount of product used 

per year. If the amount used is 

variable, use the higher value as the 

maximum tonnage to be coverd.  

Select tonnes of product per year      

5.2 Use of sewage/waste water treatment 

plant (STP) for selected ERC 

STP may not be applicable, no STP may be used or 
a public (=default), onsite or a combination of both (in 
case of STP, please also see section 5.5.4) 

    

5.3 Max. number of emission days per 

year 

Number of emission days per year (ERC defaults for 
Life Cycle Stage (LCS) and tonnage are proposed, if 
spERCs are used, this will be replaced by spERC 
default) 

20   
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5.4.1 Industry sector for spERC Selection of industry sector for this use to view 
available spERC in cell below. Industry sectors 
(AISE, FEICA) have developed spERC's in order to 
better address industry sector specific environmental 
release conditions. spERC's will overwrite a selected 
ERC in section 1. 

    

5.4.2 Industry sector spERC - will overwrite 

ERC in risk assessment 

Selection 
spERC's can only be selceted if a suitable spERC is 
available 

    

5.5.1 Treatment of waste air Select the appropriate option:     

    Efficiency, where applicable [%]:     

5.5.2 Treatment of waste solids Select the appropriate option:     

    if "Other", please give detailed information     

5.5.3 Treatment of waste liquids 

(not for waste water - see 6.2.4)  

Select the appropriate option:     

    if "Other", please give detailed information     

5.5.4 Treatment of waste water       

 Pre-treatment if applicable, or other disposal     

    Efficiency, where applicable [%]:     

  Sewage/waste water treatment plant 

(STP) description: 

if default "Public" was used in section 5.2, STP 
default values will result in a dilution factor of 10. 
Otherwise, please specify in lines 67 and 69. 

    

  -      give flow rates and describe 

capacity of STP 

 - STP effluent (default for "Public" = 2000) [m3/day]     

   - elimination rate in STP model prediction or available measured site specific 
data (measured site specific data are preferred) [%] 

    

  -  dry weather river flow rate (default for "Public" is 18000 m3/day)     
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  -   describe sludge solids disposal Select the appropriate option:     

6 Waste Management Measures       

6.1 Information on measures to control 

risk during production and use stages 

of substance, preparation or article 

See for protective measures the measures provided 
for handling the product if the product becomes 
waste further down the supply chain 

    

6.2 Information on measures to control 

risk at the end of service life of 

substance, preparation or article 

See for protective measures the measures provided 
for handling the product if at the waste life cycle 
stage: Attach information which should be 
communicated further down the supply chain.   

    

7 Exposure prediction       

7.1 Do you have relevant measurement 

data available (worker exposure, 

environmental release, consumer 

safety) for the applicable PROC's, 

ERC's and PC's/AC's.  

Select Yes/No     

7.2 If yes, please attach this information. 

Please indicate the conditions under 

which the measurements have been 

taken. 

e.g.: 
worker - inhalation [ppm] 
worker - dermal [mg/cm2] 
release to air [kg/d] (=concentration [mg/m3] x 
volume flow [m3] / 1000000) 
release to aquatic environment [kg/d] (=concentration 
[mg/m3] x volume flow [m3] / 1000000) 
other 

    

8 Boundaries set by Exposure Scenario       
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8.1 Please provide additional information 

that you deem relevant for this use, 

Operational Conditions and Risk 

Management Measures 
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