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[要 約] 

欧米諸国を中心に環境・安全に配慮した機械を求める機運が高まり、REACH を始めと

したサプライチェーン全体における双方向の製品情報の伝達の要求が強くなっている。本

調査研究は、こうした情勢に対応し、国内外の成型製品含有化学物質の情報管理の現状と

使用されているツールについて分析し、2011 年に開始される成型製品届出義務施行までに

機械機器メーカー等が情報管理システムを構築することに資する資料を示した。 

 

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。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。 

 そこで、本調査では、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

きを把握するとともに機械機器メーカー等が管理体制を効率的・効果的かつ持続性があ

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文献

調査やヒアリング調査を行って整理した。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。 
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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 

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。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、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が目標とされた。 

 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。 

 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。 

 

2-2 日本の化学物質に対する仕組みの動向 

 日本の化学物質管理政策は、従来は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、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、化学物質の管理を、将来想定されるリスクをもとに統合的・包括的に管理す

る仕組みが必要であるとされ、現在改訂に向けた検討が行われている。 

 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。 

 化学物質の情報管理については、MSDS が基本となっている。 

 

2-3 欧州の化学物質に対する仕組みの動向 

 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
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（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、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

であり、先進的なものである。 

 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、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。 

 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。 

 

2-4 米国の化学物質に対する仕組みの動向 

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。 

 既存化学物質の有害性評価については、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。 

 化学物質の情報管理については、MSDS を基本としている。 

 

2-5 カナダの化学物質対する仕組みの動向 

 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
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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。 

 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。 

 カナダの化学物質の情報管理については MSDS 制度が基本となっている。 

 

2-6 中国の化学物質に対する仕組みの動向 

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。また、地方でも新設された工場が、周辺環境の汚染源となっ

ており、環境問題は中国における最重要課題の一つに数えられている。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。 

 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、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。 

 

2-7 韓国の化学物質に対する仕組みの動向 

 韓国は、1990 年には環境庁が環境省に格上したり、アジアの中でも日本とならび PRTR

制度を逸早く導入したり、製品含有化学物質政策も積極的に策定したりするなど、先進

的な取組みを行っている。 

 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。 

 有害化学物質管理法を中心として関連法が整備され、化学物質の情報管理として MSDS

制度を採用している。 

 

2-8 オーストラリアの化学物質に対する仕組みの動向 

 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
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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。  

 

2-9 インドの化学物質に対する仕組みの動向 

 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。 

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。 

 

2-10 ブラジルの化学物質に対する仕組みの動向 

 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。 

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。 

 

 

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 

 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
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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。JAMP では、 

 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。 

 

3-2 欧州の化学物質の情報管理に関するツールの動向 

 欧州では化学会社の団体である CEFIC（European Chemical Industry Council）が REACH

における化学物質情報管理システムとエクセルをベースにしたツール（フォーマット）

を作成している。CEFIC は日本化学工業教会とも連絡会議を持って化学物質管理の情報

システム構築を進めている。しかし、川下企業との協同体制は十分ではない。 

 

3-3 米国の化学物質の情報管理に関するツールの動向 

米国では、米国電子連合会（EIA）などが中心となってジョイント・インダストリー・

ガイドライン（JIG）を REACH に対応できるように検討している。JIG は EU RoHS におけ

る製品含有化学物質の情報管理のために開発されたツールである。米国では、JIG を世

界の標準にできないかという検討がなされている。 

 

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 

 その他の国においては、RRACH の要求する製品含有化学物質の情報管理システムを国

単位で構築しようとする動きは見えていない。こうした国々では、国による REACH への

対応策の講習などが行われているが、個別の対応となっているようである。 
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４．REACH の対応状況 

4-1 国内ヒアリングの結果 

REACH の要求する製品含有化学物質の情報管理の現状を把握するために、化学品の製

造販売を行っている企業（上流）、電子部品の製造販売を行っている企業（川中）、電気

電子機器の製造販売を行っている企業（川下）にヒアリング調査を実施した。いずれの

企業も JAMP に積極的に参画して化学物質の情報管理システム構築を目指している。一

方、各社とも自社内に化学物質情報管理システムと製品管理システムを有しており、こ

れらの情報システムの統合が第一に必要であるという認識であった。これを基礎として、

取引業者との間の情報伝達システムを JAMP を利用して構築しているところである。 

国内企業に関しては JAMP のシステムの活用を考えているが、国外についても統一さ

れたシステムが望まれるという認識で一致していた。 

 

4-2 米国ヒアリングの結果 

 米国における製品含有化学物質の情報管理の実態を把握するために、CEA（The 

Consumer Electronics Association 、 IPC—Association Connecting Electronics 

Industries、Actio、カリフォルニア州環境保護庁を訪問調査した。米国では、川上企

業と川下企業とで協同して成型製品含有化学物質の情報管理システムを構築しようと

する動きはない。電気電子機器メーカーは、JIG を REACH 対応に改良しようと検討して

おり、できれば世界標準にしたいという希望を持っている。 

 カリフォルニア州は、化学物質に関する情報を集約したデータベースを構築して、誰

でもアクセスできるようにしたいという構想のもとにグリーンケミストリーのプロジ

ェクトを推進している。これは、EU REACH よりも一歩進んだ考え方であり、今後の動向

が注目される。 

 

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
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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

カーは、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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