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環境負荷物質に関する国際的な取組み

国連

OECD

１９８０年代１９７０年代 １９９０年代 ２０００年代

化学品プログラム（1971年）●

●　人間環境会議(1972年） ●バーゼル条約(1989年）

PRTR導入勧告（1996年）●

P０Pｓ条約（2001年）●

GHS（2003年）●

SAICM（2006年）●

EHSプログラム●

HPVプログラム（1992年）●

UNEP(1972年）●
UNCED(1992年）●

アジェンダ２１人間環境宣言
環境国際行動計画

WSSD(2002年）

実施計画

●



　　1992年地球サミット（国際環境開発会議）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リオデジャネイロ

　　　　行動計画の第19章　「有害化学物質の管理」

　　　・化学的リスクの国際的なアセスメントの拡大及び促進

　　　・化学物質の分類と表示の調和

　　　・有害化学物質及び化学的リスクに関する情報交換

　　　・リスク低減計画の策定

　　　・化学物質の管理に関する国レベルでの対応能力の強化

　　　・有害及び危険な製品の不法な国際取引の防止
　　

　アジェンダ２１



2002年　UNEP管理理事会　
　　　　ヨハネスブルグサミット(WSSD）ヨハネスブルグ実施計画
　　　　｢化学物質が、人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化

　　　　　する方法で使用、生産されることを2020年までに達成する。｣

2006年　ドバイ宣言（ハイレネル宣言）
　　　　第1回国際化学物質管理会議　(ICCM）
　　　　　　　　SAICM採択　　　国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ
　　　　　　　　●　ハザード管理からリスク管理へ
　　　　　　　　●　サプライチェーン　（川上から川下）管理の導入
　　　　　　　　●　ナノテクノロジーなどの新テクノロジーへの対処
　　　　　　　　●　ＧＨＳ　（国際的な化学品調和分類システム）

2009年　第２回国際化学物質管理会議
　　 　　SAICMのﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ　2012年　2015年　2020年　に開催予定　　

ＳＡＩＣＭ（Strategic Approach to International Chemicals Management)



　国際的な化学物質管理ルール

化学物質に対する

製造・輸入規制

ＲＥＡＣＨ　（EU）　

ＴＳＣＡ　（米国）

化審法　（日本）

新化学物质环境
管理办法　（中国）

ＰＲＴＲ法　（EU）　

ＰＲＴＲ法　（米国）

化管法　（日本）

ＲｏＨＳ指令　　

ＥｕＰ指令　（EU）　

電子情報製品汚染
制御管理弁法（中国）

化学品安全性データシート(ＭＳＤＳ）　（日本）

化学品分類表示調和システム（ＧＨＳ)　（米国）

　　　ＥＬＶ指令　　　　　　ＷＥＥＥ指令　（ＥＵ）　

　　　ＰＣリサイクル法　（カリフォルニア州）

資源有効利用促進法（設計・製造）

　　　資源有効利用促進法（ＰＣリサイクル法）

家電リサイクル法

自動車リサイクル法

廃棄物管理法（日本）

廃旧電器電子産品

回収処理理条例　（中国）

廃棄物管理法（日本）

バーゼル条約

化学物質の

使用時の管理規則　

製品に対する

環境配慮設計規則

製品に対する回収

リサイクル規則



　
　環境に関する各国の法規制の歴史

日

本

米

国

欧

州

１９８０年代１９７０年代 １９９０年代 ２０００年代１９６０年代

化審法（1973年）●

ダイオキシン対策
特別措置法（2002年）

●

労働安全衛星法（1972年）●

オゾン層保護法（1988年）●大気汚染防止法（1968年）●

水質汚濁防止法（1970年）●

大気浄化法CAA（1970年）●

職業安全法OSHA（1970年）●

海洋汚染防止法（1970年）●

カネミ油症事件
（PCB）

水質汚濁防止法CWA（1977年）●

資源保存及び回復法RCRA（1976年）●

有害物質規制法TSCA（1976年）●

スーパーファンド法CERCLA （1980年）●

汚染防止法PPA（1990年）●

油濁防止法OPA（1990年）
●

危険物質の分類・包装・表示
〔理事会指令67/548/EEC〕
（1967年）

● 包装及び包装廃棄物指令
〔94/62/EC 〕（1994年）

●

ELV指令〔2000/52/EC〕（1999年）

●

RoHS指令2002/95/EC〕 （2003年）

食品品質保護法FQPA（1996年）

●

イタイイタイ病
（カドミウム）
水俣病

（メチル水銀）

REACH規則〔2003/36/EC〕（2006年）

ダイオキシン所沢事件

ドイツダイオキシン法令（1994年）

ｾﾍﾞｿ指令
〔82/501/EEC〕（1982年）

●

●

●

労働安全衛生
〔80/1107/EEC〕（1980年）

●

●

ラブキャナル事件

セベソ事件

（イタリア） ●オランダカドミウム規制（2001年）

ソニー事件

改正化審法（1986年）●

ＰＲＴＲ法（1999年） ●

化審法改正（2009年）

ＰＲＴＲ法改正（2009年）



　 Restriction of the Use of Hazardous Substances 
in Electrical and Electronic Equipments 

　　 電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011年7月21日発効　　 2013年1月3日適用　
　　★規制物質　　(使用禁止）
　　　　　鉛，水銀，六価クロム，ポリ臭化ビフェニル，ポリ臭化ジフェニルエーテル　　1000 ppm以上
　　　　　 カドミウム　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100 ppm以上
　★規制範囲

　　　　　　１．大型家庭用電機製品　　　　　　 ２．小型家庭用電機製品

　　　　　　３．情報技術・電気通信機器　　　　　　４．消費者用機器

　　　　　　５．照明機器　　　　　　 ６．電気・電子工具

　　　　　　７．玩具・レジャー・スポーツ機器

　　　　　　８．医療関連機器　　　　　　 　　（2014年７月22日から適用）　

　　　　　　　　体外診断用医療機器　　 　　（2016年７月22日から適用）　

　　　　　　９．監視・制御機器　　　　 　　 　（2014年７月22日から適用）

　　　　　　　　工業用監視・制御機器　　 　（2017年７月22日から適用）

　　　　　　１０．自動販売機

　　　　　　１１．その他の電気・電子機器　（2014年７月22日までに見直し，2019年７月22日から適用）

★義務化　　　　　適用宣言 ，　ＣＥマーク

　 欧州RoHS指令改正



　 欧州ELV指令　ANNEXⅡ抜粋

End of Life Vehicle 　廃自動車指令　（ Directive  2000／52／EC）

　★規制物質　　(使用禁止）
　　　　　 鉛，水銀，六価クロム　　1000 ppm以上　　，　　 カドミウム　 100 ppm以上

　★規制範囲　 乗用車，積載 ３．５トン未満の商用車の部品，材料

　　　　　　　　

　★適用除外 ANNEXⅡ抜粋　　　　　2011/37/EU　（2011/3/30）

　　1a　1b 　鉛含有率 0．35％以下の機械加工用鋼と亜鉛メッキ鋼

　　3　　　　　　鉛含有率 4．0％以下の銅合金　　　　　　　　　　　　　　

　　8ａ　　　　　電気及び電子部品と電子回路基板を接続するためのはんだの鉛　　　2016/1/1　まで

　　8ｃ　　　　　アルミ電解コンデンサの端子仕上げの中の鉛　　　　　　　　　　　　　　　2013/1/1　まで　　

　　8ｅ　　　　　高融点はんだの鉛　（鉛含有率 85．0％以上の鉛合金）　　　　 2014　再検討



１．規則制定の背景

　　・国連環境開発会議｢地球サミット｣（1992年）　　　　　　アジェンダ２１

　　・ヨハネスブルグサミット(WSSD）　ヨハネスブルグ実施計画　（2002年）　
　　　　｢化学物質が、人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化
　　　　　する方法で使用、生産されることを2020年までに達成する。｣
　　・第1回国際化学物質管理会議　(ICCM）（2006年）　　　ドバイ宣言

　　・既存化学物質　（約10万物質，約3万物質／1トン以上）　の安全性評価の遅れ
　　　　　　評価完了　既存化学物質　　　733物質（OECDプログラムによる，2007／3現在）
　　　　　　　　　　　　　新規化学物質　約4000物質　

２．規則制定の目的

　　　・人の健康と環境の保護

　　　・ＥＵ化学産業の競争力の向上　

　　　　　　　

３．経過

　　　施行　２００７／６／１　　　　運用開始　　２００８／６／１

　欧州REACH規則

Registration（登録），Evaluation（評価），Authorization（認可） and Restriction（制限）
of Chemical（化学物質）



登録，届出　

１，義務対象者　　　ＥＵ域内の製造者または輸入者　

２．義務内容　 ①登録　　　　１事業者当り　１トン／年以上 製造，輸入

　　　　　　　　　　　　　物質，　調剤中の物質， 成形品中の意図的放出物質

　　　　　　　　　　 ② SIEFへの参画

　　　　　　　　　　　　　物質情報を共有するために，登録者はＳＩＥＦ（Substance   
Information Exchange Forum）のメンバーになり，
安全性評価のコストをシェアする．

　　　　　　　　　　　 ③届出　　　 2011年6月1日から

　　　　　　　　　　　　　成形品に含まれる高懸念物質

（１トン/年以上， ０．１重量以上／成形品）

　　　　　　　　　　　 ④情報伝達義務　　　高懸念物質 （要求から４５日以内）

３．登録期間　　　　 1000トン／年　　以上 本登録　2010年11月 30日まで

　　　　　　　 　　　　 　100トン／年～ 1000トン／年　　 本登録　2013年 5月 31日まで

　　　　　　　　　　　　 　　1トン／年～ 100トン／年　 　 本登録 2018年 5月 31日まで

４．登録対象外　 ①製造，輸入量　　１トン／年未満の物質　　 　②ポリマー

　　　　　　　　　　　③付属書Ⅳ，Ⅴ収載物質　　　　　　　　　 　　④６７／５４８届出物質

　　　　　　　　　　　⑤医薬品，食品添加物など



高懸念物質　（第57条該当物質）　

SVHC（Substance of Very High Concern）
１， CMR物質　：67/548/EECの附属書I に示されている発がん性，変異原性，生殖毒性
　　　　　　　　　　　カテゴリー１または２に該当する物質　

２． PBT物質　 ：附属書Ⅷに定める基準に基づき，難分解性，生体蓄積性
　　　　　　　　　　　及び毒性を有する物質

３． vPvB物質 ：附属書Ⅷに定める基準に基づき，難分解性，生体蓄積性が
　　　　　　　　　　　極めて高い物質

4．附属書Ⅷに定める基準を満たさないが，内分泌撹乱特性，または難分解性，生体蓄積性

　　及び毒性を有する，または難分解性と生体蓄積性が極めて高い特性を有する物質



高懸念物質　（SVHC）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CAS No.
1.　2,4-Dinitrotoluene（2,4-ジニトロトルエン）：　　　　　　　　　　　　　　　　 　　121-14-2 
2.　4,4‘- Diaminodiphenylmethane ［MDA］ （4,4’-メチレンビスアニリン）： 　101-77-9 
3.　5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene ［musk xylene］
　　（2,4,6-トリニトロ-5-t-ブチル-1,3-キシレン、ムスクキシレン）：　　　　　 　　　81-15-2 
4.　Acrylamide（アクリルアミド）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　79-06-1
5.　Alkanes, C10-13, chloro ［Short Chain Chlorinated Paraffins］
　　（短鎖塩素化パラフィン）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　85535-84-8
6.　Aluminosilicate, Refractory Ceramic Fibres 
　　（アルミノケイ酸、耐火性セラミック繊維）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なし
7.　Anthracene （アントラセン） ：　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　120-12-7 
8.　Anthracene oil （アントラセンオイル）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90640-80-5
9.　Anthracene oil, anthracene paste
　　（アントラセンオイル、アントラセンペースト）：　　　　　　　　　　　　　　　　 　　90640-81-6
10.Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction
　　（アントラセンオイル、アントラセンペースト、アントラセン留分）：　　　　　　　91995-15-2



CAS No.
11. Anthracene oil, anthracene paste, distn. lights
（アントラセンオイル、アントラセンペースト、軽質留分）： 91995-17-4 

12. Anthracene oil, anthracene-low
（アントラセンオイル、アントラセン低含有分）： 90640-82-7 

13. Benzyl butyl phthalate ［BBP］（フタル酸-n-ブチル＝ベンジル）： 85-68-7 
14. Bis (2-ethylhexyl)phthalate ［DEHP］
（フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)）： 117-81-7 

15. Bis(tributyltin)oxide ［TBTO］ （ビス-n-トリブチルスズオキサイド）： 56-35-9 
16. Cobalt dichloride （塩化コバルト(Ⅱ)）： 7646-79-9 
17. Diarsenic pentaoxide （五酸化二ヒ素）： 1303-28-2 
18. Diarsenic trioxide （三酸化二ヒ素）： 1327-53-3 
19. Dibutyl phthalate ［DBP］（フタル酸ジブチル）： 84-74-2 
20. Diisobutyl phthalate ［DIBP］ （フタル酸ジイソブチル）： 84-69-5 

高懸念物質　（SVHC）　



CAS No.
21. Hexabromocyclododecane ［HBCDD］（ヘキサブロモシクロドデカン）： 25637-99-4

all major diastereoisomers identified (α-HBCDD, β-HBCDD, γ-HBCDD) ：
3194-55-6 (134237-51-7, 134237-50-6, 134237-52-8)

22. Lead chromate（クロム酸鉛）： 7758-97-6 
23. Lead chromate molybdate sulfate red (C.I. Pigment Red 104) 
（硫酸モリブデン酸クロム酸鉛、モリブデン赤、C.I ピグメントレッド104）： 12656-85-8 

24. Lead hydrogen arsenate （ヒ酸鉛）： 7784-40-9 
25. Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34)
（黄鉛、C.I ピグメントイエロー34）： 1344-37-2 

26. Pitch, Coal tar, high temp.（高温コールタールピッチ）： 65996-93-2 
27. Sodium dichromate （ニクロム酸（重クロム酸）ナトリウム二水和物）： 7789-12-0
（無水 ニクロム酸（重クロム酸）ナトリウム）： 10588-01-9 

28. Triethyl arsenate （ヒ酸トリエチル）： 15606-95-8 
29. Tris(2-chloroethyl)phosphate（リン酸トリス(2-クロロエチル)）： 115-96-8 
30. Zirconia Aluminosilicate, Refractory Ceramic Fibres
（ジルコニアアルミノケイ酸、耐火性セラミック繊維）： なし

高懸念物質　（SVHC）　



CAS No.
31. Trichloroethylene（トリクロロエチレン、トリクレン）： 79-01-6 
32. Boric acid（ホウ酸）： 　10043-35-3，11113-50-1
33. Disodium tetraborate, anhydrous
（四ホウ酸ナトリウム（四ホウ酸二ナトリウム、ホウ砂），無水物）：
（四ホウ酸ナトリウム十水和物、無水物、五水和物）

12179-04-3，1330-43-4，1303-96-4
34. Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate
（四ホウ酸二ナトリウム（七酸化四ホウ酸二ナトリウム），水和物）： 12267-73-1 

35. Sodium chromate（クロム酸ナトリウム）： 7775-11-3 
36. Potassium chromate（クロム酸カリウム）： 7789-00-6 
37. Ammonium dichromate
（二クロム酸アンモニウム、重クロム酸アンモニウム）： 7789-09-5 

38. Potassium dichromate（二クロム酸カリウム、重クロム酸カリウム）： 7778-50-9 
39. Cobalt(Ⅱ) sulphate（硫酸コバルト(Ⅱ)）： 10124-43-3 
40. Cobalt(Ⅱ) dinitrate（硝酸コバルト(Ⅱ)）： 10141-05-6
41. Cobalt(Ⅱ) carbonate（炭酸コバルト(Ⅱ)）： 513-79-1
42. Cobalt(Ⅱ) diacetate（酢酸コバルト(Ⅱ)）： 71-48-7 

高懸念物質　（SVHC）　



CAS No.
43. 2-Methoxyethanol（2-メトキシエタノール、メチルセロソルブ）： 109-86-4 
44. 2-Ethoxyethanol（2-エトキシエタノール、セロソルブ）： 110-80-5 
45. Chromium trioxide（三酸化クロム、無水クロム酸(Ⅵ)）： 1333-82-0 
46. 三酸化クロムおよびそのオリゴマーから生成される酸
・Chromic acid（クロム酸）： 7738-94-5
・Dichromic acid（ニクロム酸、重クロム酸）： 13530-68-2
・Oligomers of chromic acid and dichromic acid
　　（クロム酸、ニクロム酸のオリゴマー）： なし

47. 2-ethoxyethyl acetate （酢酸2-エトキシエチル）： 111-15-9 
48. strontium chromate （クロム酸ストロンチウム）： 7789-06-2
49. 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters
［DHNUP］ （1,2-ベンゼンジカルボン酸、炭素数7～11の分岐および
直鎖アルキルエステル類）： 68515-42-4 

50. Hydrazine （ヒドラジン 一水和物、無水 ヒドラジン）： 7803-57-8, 302-01-2 
51. 1-methyl-2-pyrrolidone （1-メチル-2-ピロリドン、N-メチル-2-ピロリドン）： 872-50-4
52. 1,2,3-trichloropropane ［TCP］ （1,2,3-トリクロロプロパン）： 96-18-4 
53. 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich ［DIHP］
（1,2-ベンゼンジカルボン酸、炭素数7の側鎖炭化水素を主成分とする
炭素数6～8のフタル酸エステル類）： 71888-89-6

高懸念物質　（SVHC）　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CAS No.
１．Dichromium tris(chromate)
　　トリス（クロメート）ニクロム，クロム酸/クロム（Ⅲ）　　　　　　　　　　　　　　　　24613-89-6
2．Potassium hydroxyoctaoxodizincatedi-chromate　
　　ヒドロキシオクタオキソ二亜鉛酸二クロム酸カリウム　　　　　　　　　　　　　　11103-86-9
3．Pentazinc chromate octahydroxide　
　　クロム酸八水酸化五亜鉛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　49663-84-5
4．Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres ［RCF］　
　　アルミノケイ酸塩耐火性セラミック繊維　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なし

5．Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres ［Zr-RCF］　
　　ジルコニアアルミノケイ酸塩耐火性セラミック繊維 　 なし

6．Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline ［technical MDA］
　　ホルムアルデヒド、アニリンによるオリゴマー反応生成物　 　25214-70-4
7．Bis(2-methoxyethyl) phthalate 　フタル酸 ビス（2-メトキシエチル） 117-82-8
8．2-Methoxyaniline; o-Anisidine　 2-メトキシアニリン；o-アニシジン 　90-04-0
9．4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, (4-tert-Octylphenol)
　　4-（1,1,3,3－テトラメチルブチル）フェノール、4-tert-オクチルフェノール 　 140-66-9
10．1,2-Dichloroethane　 1,2-ジクロロエタン 　　107-06-2

SVHC第６次追加候補２０物質　　
2011年8月29日，新たに20種類の高懸念物質候補（18物質＋条件変更の2物質）が
発表され，パブリックコンサルテーションが開始された。



CAS No.
11．Bis(2-methoxyethyl) ether　
　　 ジエチレングリコールジメチルエーテル，ビス（2-メトキシエチル）エーテル　111-96-6　
12．Arsenic acid ヒ酸　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　7778-39-4
13．Calcium arsenate　 ヒ酸カルシウム 7778-44-1
14．Trilead diarsenate　 ヒ酸鉛　　　　　　　　　　　 　　　 　 　3687-31-8
15．N,N-dimethylacetamide ［DMAC］　 N,N-ジメチルアセトアミド　　　 　 　127-19-5
16．2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline ［MOCA］　
　　　2,2‘-ジクロロ-4,4’-メチレンジアニリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　101-14-4
17．Phenolphthalein　 フェノールフタレイン　　　　　 　　 　77-09-8
18．Lead azide Lead diazide　 アジ化鉛，ジアジド鉛（Ⅱ）　　　　 13424-46-9
19．Lead styphnate　
　　 スチフェニン酸鉛，トリシネート，鉛（Ⅱ）2,4,6-トリニトロベンゼン-1,3-ジオラート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　15245-44-0
20．Lead dipicrate　
　 　二ピクリン酸鉛，ビスピクリン酸鉛（Ⅱ），鉛（Ⅱ）ビス（2,4,6-トリニトロベンゼン-1-オラート）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　6477-64-1

SVHC第６次追加候補２０物質　　



認可対象物質　６物質　（附属書XIVに収載）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 CAS No. 

1. 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (Musk xylene)：　 81-15-2 
★ポリウレタン原料MDI製造用
2．4,4'-Diaminodiphenylmethane(MDA)：　　　　　　　　　 101-77-9 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　認可申請期限日／日没日（sunset date）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2013年2月21日／2014年8月21日
★臭素系難燃剤
3．Hexabromocyclododecane (HBCDD) ：　　　　　　　　 3194-55-6
　　 all major diastereoisomers identified 　 　　　 　　　 25637-99-4
　　　α-HBCDD：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 134237-50-6
　　　β-HBCDD：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 134237-51-7
　　　γ-HBCDD：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　134237-52-8 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　認可申請期限日／日没日（sunset date）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年2月21日／2015年8月21日
★可塑剤
4．Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)：　　　　　　　　　　　117-81-7 
5．Benzyl butyl phthalate(BBP)：　　　　　　　　　　　　　　　　85-68-7 
6．Dibutyl phthalate(DBP)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　84-74-2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　認可申請期限日／日没日（sunset date）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2013年8月21日／2015年2月21日



１）認可対象物質（附属書ⅩⅣ収載）として６物質が正式決定　（2011/2）

　　①SVHC（高懸念物質）から順次選定

　　②継続使用には，申請・認可取得が必要

　　　（認可取得不可の場合、継続使用が禁止）

　　③認可を申請しない場合には，「 日没日Sunset date」以降使用禁止

2009/6
勧告

2011/2
附属書ⅩⅣ

2013/8
申請期限

2015/2
(Sunset date)

判定

申請する

申請しない

（当局へ申請）

（上市･使用可能）

（30ヶ月）

（48ヶ月）

（上市･使用可能） ＊不可：上市・使用不可

＊認可：上市・使用可

　（見直し可能性あり）

２）DEHP（フタル酸ビス（２ｰエチルヘキシル） ）の申請・認可ｽｹｼﾞｭｰﾙ

2009/1
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ

認可基準：社会的便益がリスクを上回り、かつ代替物質・技術がないこと

認可申請手続き



認可対象物質（ECHAによる第2回勧告　8物質）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　CAS No.
1.　Diisobutyl phthalate (DIBP)：　　　　　 　84-69-5 
2.　Diarsenic trioxide：　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　1327-53-3
3.　Diarsenic pentaoxide：　　　　　　　　　　 　　　　 　 1303-28-2 
4.　Lead chromate：　　　　　　　　　　　　　　　　 　7758-97-6 
5.　Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34)：　　　 　1344-37-2 
6． Lead chromate molybdate sulfate red (C.I. Pigment Red 104) ： 12656-85-8 
7． Tris (2-chloroethyl) phosphate (TCEP) ：　　　　　　　　　　　　　 　115-96-8 
8． 2,4-Dinitrotoluene (2,4-DNT) ：　　　　　 　 121-14-2

　　　　　　 REACH委員会 2011年9月28日 決定の予定



認可対象物質（ECHAによる第3回勧告案　13物質）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CAS No.

•Ammonium dichromate：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7789-09-5 
•Chromic acid, Oligomers of chromic acid and dichromic acid, dichromic acid：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7738-94-5, 13530-68-2 
•Chromium trioxide：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　1333-82-0 
•Cobalt dichloride：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　7646-79-9 
•Cobalt(II) carbonate：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　513-79-1 
•Cobalt(II) diacetate：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71-48-7 
•Cobalt(II) dinitrate：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　10141-05-6 
•Cobalt(II) sulphate：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10124-43-3 
•Potassium chromate：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7789-00-6 
•Potassium dichromate：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7778-50-9 
•Sodium chromate：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7775-11-3 
•Sodium dichromate：　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　7789-12-0 
•Trichloroethylene：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79-01-6



制限対象物質　（附属書XⅦに収載）
１，登録の要否に関らず，欧州化学品庁（ＥＣＨＡ）が物質の製造・輸入を禁止したり，

　　用途や使用条件を制限できる．

２．制限対象

　　・　EU指令の76/769/EEC「危険な物質および調剤の上市と使用の制限に関する指令」

　　　　に収載されていた52物質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2009/6/1移行）

　　・　No.53～59の物質が追加され，対象物質は59物質　 　　（2009/6/26，2010/4/1）

　　・　人，環境に容認しがたいリスクがある場合

　　・　各加盟国当局が提案し，附属書XⅦに収載　（認可物質とは重複しない．）

３．制限範囲

　　・特定物質の特定製品への販売，使用の禁止

　　・制限の条件に該当するときは製造，上市，使用できない．

　　　　　　（上市とは，流通・使用を目的として，製品を利用できるようにする最初の行為．有償，無償を問わない．）

付属書XⅦの掲載例

　 物質の名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制限条件

49．トリクロロベンゼン　 ・全ての用途に対して，物質　および0.1wt％以上の濃度を含有する調剤の
　　　　　　　　　　　　　　　　上市，使用の禁止

　5．ベンゼン　　　　　　　・物質　および0.1wt％以上の濃度を含有する調剤の上市，使用の禁止
　　　　　　　　　　　　　　　 ・5ppm以上の濃度を含有する玩具の上市，使用の禁止
　　　　　　　　　　　　　　　 ・燃料は適用除外



制限対象物質　附属書XⅦへの追加物質

　2009/6/26                                                       CAS No.
　53． Perfluorooctane sulfonates
　　　　パーフロロオクタンスルフォン酸およびその塩（PFOS)　 （指令 2006/122/EC）
　　　・物質　および　50ppm以上の濃度を含有する調剤の上市，使用の禁止
　　・物質を0.1wt％以上含有する成形品の上市，使用の禁止
　　　・物質を１μｇ/m2コーティングした繊維や材料の上市，使用の禁止

　54．2-（2-methoxyethoxy）ethanol　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　111-77-3
　　　　（ジエチレングリコールモノメチルエーテル；DEGME）
　　　・ 0.1wt％以上含有する一般消費者向け塗料，および塗料剥離材の上市の禁止
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（発効18ヵ月後から）
　
　55．2-（2-butoxyethoxy）ethanol　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　112-34-5

（ジエチレングリコールモノブチルエーテル；DEGBE）
　　　・3wt％以上含有する一般消費者向けスプレー塗料の上市の禁止
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（発効18ヵ月後から）
　　　・3wt％以上含有する一般消費者向け塗料の表示義務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（発効24ヵ月後から）



制限対象物質　附属書XⅦへの追加物質

　2009/6/26　　　　　 EU規則 No 552/2009　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CAS No.
　56．methylenediphenyl diisocyanate　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26447-40-5
　　　　（ジフェニルメタンジイソシアネート；MDI）
　　　・0.1wt％以上含有する一般消費者向け調剤の上市の禁止
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（発効24ヵ月後から）　（包装等の規定有）

　57．cyclohexane （シクロヘキサン）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　110-82-7　　　　
　　　・一般消費者向け650ｇ以上容量で0.1wt％以上含有するネオプレン接着剤の上市の禁止
　　　・一般消費者向けで0.1wt％以上含有するネオプレン接着剤の表示義務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（発効24ヵ月後から）　

　58．ammonium nitrate （硝酸アンモニュウム；AN）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6484-52-2　　
　　　・窒素含量28wt%以上の固形肥料（単体、混合）の上市の禁止
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（発効18ヵ月後から）
　　　・窒素含量20wt%以上の一般消費者向け肥料（単体、混合）の上市の禁止
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（発効18ヵ月後から）

　2010/4/1
　59．Dichloromethane（ジクロロメタン）： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75-09-2

上市の



制限対象物質　附属書XⅦ　制限条件の変更と削除
条件の変更
1．　PCT（ポリ塩化トリフェニル）
　・全ての用途に対して，50ppm以上の濃度で調剤の上市，使用の禁止

　3．　危険な液体
　　　・規制内容の変更
12．　2-Naphthylamine　（2-ナフタレン）
13．　Benzidine　（ベンジジン）
14．　4-Nitrobiphenyl　（4-ニトロビフェニル）
15．　4-Aminobiphenyl Xenylamine　（4-アミノビフェニル　キシルアミン）
　　　・全ての用途に対して，0.1wt％ 以上の濃度で調剤の上市，使用の禁止

使用制限の追加　　　（EU指令 2007/51/EC）
18a．水銀
　　　・体温計の水銀
　　　・一般消費者への販売する測定装置の水銀（圧力計、気圧計、血圧計、温度計など）

削除 　
全面的に使用禁止のため　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EU規則No 2037/2000
33．　carbon tetrachloride　（四塩化炭素）
39．　1,1,1-trichior-oethane　（1,1,1-トリクロロエタン）

POPs規則の禁止物質リスト（Annex I)）に収載のため　　　 EU規則　No.207/2011 
44． Diphenylether, pentabromo derivative
53． Perfluorooctane sulfonates　（パーフロロオクタンスルフォン酸およびその塩（PFOS)）



　 ＧＨＳ　

目的　：　世界的に統一された分類・表示により，化学品の危険有害性をわかり易くする．

MSDS制度の改訂　　　GHS対応のMSDS作成　　　　　日本：2011年1月　

　　　　　　　　　　CLP規則対応のMSDS作成　　　欧州：2015年6月

1970年代 1980年代 1990年代 2000年代

一部の企業が自主的
にMSDSを作成･提供

米国　1985年

MSDS制度義務付け
欧州　1985年

製造物責任に関する指令

欧州　1991年

危険物質に対する分類、包装、
表示にかんする指令

1992年

MSDSに関する告示
MSDS作成指針（JIS)

2000年

JISZ7250(MSDS)制定
MSD制度の法制化

2005年

GHSに合わせて
JIS7250改定

欧州　2009年

CLP規則発効

日
本

Globally Harmonized System of Classification and Label of Chemicals

　　　　　　化学品の分類および表示に関する世界調和システム

方法　：　化学品への統一ラベル表示　及び　安全データシート（ＭＳＤＳ）の提供



　　　　化学物質に対する製造・輸入規制

　化学物質登録制度　　（11ヶ国・地域）
　　日本：1974年　　米国：1977年　　ＥＵ：1981年　カナダ：1988年　オーストラリア：1990年
　　フィリピン：1990年　　韓国：1991年　　ニュジーランド：1996年　スイス：2005年　　　　
　　中国：2003年（2010年改訂）　　台湾：2011年

日本

ＥＵ

中国
米国

対象化学製品： 潤滑油，グリース，防錆油，加工油，熱処理油，塗料，接着剤など　　

約20,000物質

約100,000物質

約75,000物質

約45,000物質

①　法令違反リスク　： 未登録物質の輸入　　輸入者に罰金，罰則

②　生産阻害リスク　： 新規化学物質登録　　6ヶ月程度必要　　その間の生産停止
③　費用発生リスク　： 安全性試験評価　　　 500～3000万円　 費用の発生



NSK環境負荷物質リスト（Ver.5.3）に考慮した法律，ガイドライン
　１）　 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 （化審法）

　　　　　 ＊第１種特定化学物質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28　物質群

　　　　　 ＊第２種特定化学物質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23　物質群

　　　　　 ＊監視化学物質　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 37　物質群

　２）　 労働安全衛生法　第55条　 製造等禁止物質　　　　　　　　　 　　　　　　 8　物質
　３）　 毒物及び劇物取締法　 特定毒物　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　12　物質

　４）　 地下水の水質汚濁環境基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16　物質群

　５）　 欧州RoHS指令 　　　　　 6　物質群

　６）　 欧州ELV指令　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　4　物質群
　７） REACH規則 　附属書XⅦ　収載　制限物質　　　　　　　　　　　　　　 　57  物質群
８）　 REACH規則 　附属書XⅣ　収載　認可対象物質　　　　　　　　　　　　　6　物質群
　９）　 REACH規則 　高懸念物質（SVHC)　　　　　　　　　　　　 　 　　　　 　　53　物質
　１０） ESIS　 (European chemical Substances Information System)
　　　　 PBT　Fulfilling （P：難分解性，B：生物蓄積性，T：毒性）　　　　 　27 物質
１１） POPs条約　（Persistent Organic Pollutant） 25　物質

　１２） CLP規則 　 Annex VI Table3.2　CMRs ｶﾃｺﾞﾘｰ1.2 　 　
　　　　　　　　　　　　　　　（C：発がん性，M：変異原性，R：生殖毒性） 430  物質



　１）　2011GADSL　（Global Automotive Declarable Substance List）

　　　　日本，米国，欧州の自動車業界で合意された禁止・申告物質リスト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　139物質群

　２）　 JIG-101 Ed3.1  （Joint Industry Guide　）　　　

　　　　日本，米国，欧州の電気・電子・情報関連業界で合意された管理対象物質ﾘｽﾄ

　　　　　　　　 R：法規制， A：評価， I：情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46  物質群
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