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Ⅰ．国際的な化学物質管理の動向
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１(1)-1 国際的な化学物質管理の発端

1990年代からの

強い危機感 ： 従来の消費経済システムが続けば、地球環境問題で破綻！

持続可能な社会経済システムを指向

http://www.unep.org/geo/pdfs/geo5/GEO5_report_full_en.pdf 4



年 1992 2002 2006 2009 2012 2015 2020

管理手法
（イメージ）

地球
サミット

「リオ宣言」 WSSD
WSSD

2020

目標

Agenda21 目標設定

第19章：化学
物質管理

GHS 実施
決定

ICCM
国際

化学物質
管理会議

ICCM1 ICCM2 ICCM3 ICCM4 ICCM5

SAICM

採択
EPI 4件 EPI 1件 EPI 1件

各国・
各地域

化学業界

欧州

REACH,CLP 等 世界標準化

日本 化審法改正 US TSCA Reform

中国・台湾・韓国 ，東南アジア 等 整備進む

RC 世界憲章
GPS (Global Product Strategy)

EPI ： Emerging Policy Issues， ICCA ： International Council of Chemical Associations

目標達成に貢献

１(1)-2 WSSD2020 達成に向けた取組み（SAICM）
現時点

持続可能な
グリーンマネジメント

ハザード
ベースの管理

リスクベースの管理

SAICM ： Strategic Approach to International Chemicals Management
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Production        Trade                  Use                  Waste & disposal

ILO

170,

174

Rotterdam

Convention:
Prior

Informed

consent

Basel 

Convention:
Transboundary

Movement of 

Hazardous wastes 

and their Disposal

Montreal protocol ： Ozone depleting Substances 

Stockholm Convention ： Persistent Organic Pollutants 

Minamata Convention ： Mercury 

Chemical ‘life cycle’ 

SAICMChemical

‘coverage’ 

Heavy 

metals

Other

chemicals

of concern

Specific

Halogenated

Compounds

参考 SAICM が対象とする化学物質

ILO 170 ： Chemicals Convention, ILO 174 ： Prevention of Major Industrial Accidents Convention 6



 日時，場所 ： 2015年9月28日（月）～10月2日（金），ジュネーブ（スイス）

 参加者 ： 約800名 各国政府代表（103カ国・地域及び29のオブザーバー国）、
関係国際機関、NGO、産業界 （ICCA, Croplife 等）

 会議の中心的内容

 Overall Orientation and Guidance：OOG 

 Beyond 2020

 Emerging Policy Issues：EPI

 Financing

 高レベルセグメント

 産業界、政府およびNGO からの

スピーチ、パネルディスカッション

 持続可能な開発目標達成に向けた

実行の方向性について

 各関係機関主催による19のサイドイベント

http://www.saicm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=525&Itemid=700

１(2) ICCM4 の概要
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項目 議論の概要

E

P

I

製品中の化学物質（CiP）

Chemicals in Products

UNEP 作成のプログラムと当プログラム実施のための

ガイダンスを歓迎する旨の決議を採択

ナノテクノロジー及び工業用

ナノ材料

本分野における国連（UNITAR）やOECD の活動を

引き続き推進する等の決議を採択

塗料中鉛

現状の取組み状況 報告電気電子機器のライフサイクル

における有害化学物質

内分泌かく乱作用を有する

化学物質（EDCs）

EDCs ： Endocrine-Disrupting chemicals

UNEP/WHO EDCs レポート（2012）を歓迎、但し

産業界の主張 “科学的議論残る”を脚注に記載 となった

環境残留性がある医薬汚染物質
EPPP ： Environmentally Persistent 

Pharmaceutical Pollutants

EPI に新規登録 ⇒啓発、理解、対策を推進していく

ために国際的な協力が重要であることに合意

他

PFOS とその関連化合物を含む

パーフルオロ化合物

OECD とUNEP が、その管理状況とより安全な代替物へ

の移行に関する最新状況を報告

毒性が高い農薬

HHP ： Highly Hazardous Pesticides

各主体が対策の進捗状況をOEWG3, ICCM5 に報告

する等が盛り込まれた提案を採択 （EPI には登録されず）

１(2)-1 EPI（新規政策課題)での議論の概要
： 新規項目
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１(3) EPPP 問題

 環境残留性のある医薬汚染物質

 EPPP の拡散ばく露が引き起こす懸念事項

 内分泌かく乱作用

 抗生物質耐性菌の発生

 生物種の絶滅や生態系の不均衡に

つながる生殖機能への影響

 ヒトや他の生物における遺伝､発生､

免疫への影響

IWW Water Centre : Pharmaceuticals in the environment

非ステロイド性抗炎症薬
「ボルタレン」

Predicted No Effect 

Concentration

製造工場

活性物質
放出

残渣・
代謝物
として排泄

汚水経由 又はごみとして廃棄
9



OECD

UNEP/SAICM・
WSSD

APEC CD
Regulatory Corporation

（規制協力）ICCA

世界レベルでのEPA、FTA 交渉の進展

国際的な麻薬・
向精神薬の乱用

・環境残留性医薬
汚染物質（EPPP）

・毒性の高い農薬
（HHP） 等

ナノマテリアル安全性

シェールガス掘削
化学物質汚染

・海洋汚染プラスティック問題
（Marine Debris）

・混合物等複数ばく露リスク、動物実験
排除と新規なリスク評価手法開発、
金属のリスク評価

内分泌かく乱物質問題

製品中の化学物質
多様な製品 ・・・ 海外製造・輸入品の管理
それらの回収・廃棄の管理

Ni, Ag 等金属の
毒性（イオン化？）

１(4) 化学品に関する最近のグローバルな課題
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Ⅱ．化学物質管理規制の現状

11

 欧州

 米国

 アジア（中国，台湾，韓国，

タイ）



Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

(EC) No 1907/2006    施行 ： 2007年6月1日 ，運用開始 ： 2008年6月1日

評価
文書評価

ECHA
物質評価
加盟各国

SVHC （高懸念物質）

（CMR 等）

認可

受容不可の

リスク

制限

候補物質

認可対象

物質

（附属書ⅩⅣ）

制限物質

（附属書ⅩⅦ）

成形品
届出

＞0.1wt%

＞1t/y

登録既存物質 新規物質

予備登録

本登録（ → ECHA ）

SIEF

事業者
当たり
製造・輸入量
≧1t/y

技術文書 ,CSR（≧10t/y)

情報伝達（ SDS＋ES：ばく露シナリオ ）

査 察（加盟国単位）

見直し

２(1) REACH 規則の概要

Key word : No Data, No Market ，Precautionary Principle （予防原則） 12



項目 ＼ 年 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

登録

物質評価（CoRAP）

高懸念物質

（SVHC）

認可対象物質
（AnnexⅩⅣ）

SDS

査察

第1回 第2 回 第3 回

(EU)453/2010 (EU)2015/830：新書式 対応

REF-5(eSDS 等)REF-1(SDS等) REF-2(DU) REF-3(登録) REF-4(制限)

1/13

(12)
6/20

(8)

3/30

(1)

6/18

(8)
12/15

(8)

12/19

(20)

6/18

(13)

12/19

(54)

6/20

(6)

12/19

(7)

6/16

(4)

12/17

(7)

6/16

(2)

候補物質

計=168物質

2/6 Roadmap on SVHC

≧1000 t/y 等 ≧100 t/y ≧1 t/y

(36) (47) (50) (48) (48) (38) 計= 267物質

12/17

(5)

２(1)-1 REACH 規則関連スケジュール

2/17

(6)

2/14

(8)

4/17

(8)

8/14

(9)

AnnexⅩⅣ収載物質

計=31物質

1/5 データ共同提出と
データ共有 実行規則

CoRAP ： Community Rolling Action Plan ， REF ： REACH-EN-FORCE

9/10 ECJ 0.1% 閾値に関する最終決定
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http://echa.europa.eu/reach-2018

 計画的に、今から取り組んで

 自社の登録物質の特定は正確に

 SIEF 内 データ共有の原則 明確化

 Commission Implementing Regulation（EU）2016/9

• 公布 ： 2016年1月5日， 施行 ： 2016年1月26日

• 内容 ： データ共有ルール と データ共同提出 の明示

1物質1登録 OSOR の強化

（One substance, one registration）

An accurate substance identity is an essential starting point for the 

registration under REACH , as well as for complying with the 

Classification, Labelling and Packaging (CLP) and biocides regulations.

http://echa.europa.eu/support/substance-identification

（2016年6月6日）

２(1)-2 REACH 2018年登録に向けて

14



15

ECHA 物質情報提供画面 大幅に更新参考

情報が相当詳しく
公表されています



 高懸念物質の選定・管理フロー

Risk Management Options

Analysis（RMOA）

No Action Harmonised

C＆L（調和分類）

Candidate 

List

Authorisation

List （認可）

Restriction

（制限）

Other

legislation

物質評価（CoRAP）

Screening

文書評価

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/echa-shortlists-substances-for-possible-regulatory-acti-1

２(1)-3 高懸念物質（SVHC）の管理

SVHC Roadmap 2020 

実行計画書（2013）

ECHA は、追加検討用として登録情報から 約300物質 を選定 と公表

その選定基準は、潜在的 CMR, PBT, ED, 感作性, 特定標的臓器
毒性（反復） としています （2016/1/27 ECHA/NA/16/03）

SVHC ⇒認可

一本道 ではない

16



http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/substances-of-potential-concern/pact

PACT ： Public Activities Coordination Tool 

時々チェックして．
関連物質には
意見提出 してね！

PACT-RMOAのWebpage参考

17



２(1)-3-1 0.1％閾値問題 ： ECJ の判断

 欧州司法裁判所（ECJ）の最終決定（Case C-106/14  2015年9月10日）

・ 認可対象候補物質（SVHC）の成形品中の含有を算出するための分母：

製品全体ではなく、構成成形品（component article）となる

 SVHC in Article において0.1％閾値が関係する事項

・ 届出（第7条(2)）

・ 物質（SVHC）に関する情報伝達（第33条(1)，(2)）

 ECHA の対応

・ 2段階に分けて成形品ガイダンスを改訂

(1) 判決に合致しない部分の単純削除（2015年12月17日公開）

(2) 具体的に何を「成形品」とみなすかの例を含む抜本的な改訂

（早くて、2016年年末までに）

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/echa-will-update-the-guidance-on-

substances-in-articles

ECJ ： European Court of Justice

18
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HEPTANE

届出

調和分類
（CLH）

インベントリー

ATP ： Adaptations to Technical Progress

Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures

物質と混合物の分類・表示と包装 に関する規則 （EC）No1272/2008

施行 ： 2009年1月20日

本規則によって、EU に GHS 導入

物質及び混合物の

・分類

・ラベル表示

・包装

２(2) CLP規則の概要

http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/clp
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CLP 分類が影響する範囲（他の法令）

Workers and chemicals: 10th ETUI seminar  ECHA Ari Karjalainen June 27 2014資料より
https://www.etui.org/Events/Workers-and-chemicals-10th-ETUI-seminar

２(2)-1 CLPに基づく化学品管理
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年 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

転換日

対
象

物質
分類 ： CLP, DSD

表示 ： CLP 分類

表示
混合物 分類，表示 ： DSD,  DPD （CLP でも 可能）

A

T

P

4 UN GHS 改訂4版 の導入

5 附属書Ⅵ 改正

6 附属書Ⅵ 改正

7 附属書Ⅵ 改正

8 UN GHS 改訂5版 の導入

9 附属書Ⅵ 改正 ： RAC 勧告物質（2014）包含

10 附属書Ⅵ 改正 ： RAC 勧告物質（2015）包含

11 附属書Ⅵ表3.1の化学物質名称の翻訳

対応 既に
済んでいる
必要あり！

10年12月1日 15年6月1日施行：09年1月20日

14年12月1日 物質 混合物 15年6月1日

15年4月1日 16年1月1日

17年1月1日

DSD : Dangerous Substances Directive Directive 67/548/EEC

DPD : Dangerous Preparations Directive    Directive 1999/45/EC

(EU) 2015/1221 

(EU) No 605/2014 (EU) No.2015/491

２(2)-2 CLP（分類＆表示）に関するタイムライン

： CLP

14年12月1日 物質 混合物 15年6月1日

WTO TBT通報 G/TBT/N/EU/289
15年6月19日 公布予想 16年2Q

WTO TBT通報 G/TBT/N/EU/325 
15年11月25日 公布予想 16年4Q

20th CARACAL 会議にて
討議 2016年3月9日
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Biocidal Products Regulation （EU）No 528/2012 ← BPD（Directive 98/8/EC）

殺生物性製品の市場での入手を可能とすること及び使用に関する規則

• 施行 ： 2012年7月17日， 運用開始 ： 2013年9月1日

• 管轄 ： ECHA (欧州化学品庁） Biocidal Products Committee 設立

殺生物性製品（BP）

Biocidal product

製品タイプ （PT） 22種

（殺虫剤、保存剤等）

例) 木材保存剤

活性物質（AS）⇒承認
Active substance

（有効成分）

処理・
意図的
含有

⇒認可 Treated Article（TA）

例）防蟻処理された木材

・ 承認された活性物質の

使用義務

（TA : 申請不要）

・ 要件に合致すれば、

ラベル必要

防虫ウールカーペット

防腐剤入り水性塗料

防腐剤入
水性塗料

In situ 生成活性物質

２(3) Biocide 規則 (BPR)の概要

http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/legislation
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 Treated article （第3条1（ｌ））
1つ以上の殺生物性製品で処理された、又は、1つ以上の殺生物性製品を

意図的に含有する あらゆる 物質、混合物、または成形品

 “処理された” とは

殺生物性製品が物質、混合物、成形品に適用されること

 “意図的に含有する” とは

殺生物性製品が、混合物または成形品の一部となるような方法で（典型的には

TA 製造時に）使用されているもの

 A treated article that has a primary biocidal function shall be considered 

a biocidal product. （第3条1（a））

http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/biocidal-products-regulation/treated-articles

２(3)-1-1 Treated article（TA） とは

Biocidal property（殺生物特性） Biocidal fuction（殺生物機能）

混合物や成形品が、有害生物の活動を防止

する意図で、殺生物製品で処理されるか、又は

意図的に含有する事実に起因する特徴的な

品質又は特性

単なる物理的、機械的作用以外の方法により、

有害生物 に対して駆除、抑制、無害化、活動

阻害、さもなければ抑制効果 を及ぼす機能

違い認識してね！

（以下、CA-Sept13-Doc 5.1.e (Rev1) – TA ガイダンスより）



24http://chemical-net.env.go.jp/regu_eu.html#EU03

第58条3.  ラベルが必要となる条件

― TA が殺生物性製品を含み、当該TA の製造者が、そのTA の

殺生物特性についてクレーム（訴求） している場合

― 当該活性物質との関連で、ヒトとの接触あるいは環境中への
放出の可能性を特に考慮して、活性物質の承認 と関連する

条件が、そのように要求する場合 （化学物質国際対応ネットワーク仮訳 一部修正）

訴求は、ラベルのみ
とは限りません
取説等も該当します

第58条3. ラベルで提供しなければならない情報

(a) TA が殺生物性製品を含んでいるという声明（statement）；

(b) 実証された場合、そのTA の属性とされる殺生物特性

(c) 規則(EC)No1272/2008 の第24 条を侵害することなく、その殺生物性製品に含まれる

すべての活性物質の名称；

(d) 括弧で囲った「ナノ／nano」という言葉が後に続く、殺生物性製品中のすべての

ナノマテリアルの名称；

(e) TA が処理された又はそれを含む殺生物性製品のために取られるべきあらゆる注意書きを

含む、すべての関連取扱説明書 （化学物質国際対応ネットワーク仮訳 一部修正）

２(3)-1-2 TA におけるラベルについて
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２(3)-1-3 TA と AS との関係
ECHA Homepage より

REACH Centre Webinar “The EU Biocides Regulation for Article Manufacturers” より



項目 ＼ 年 2000 2003 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2024

BPD

BPR

Review

Programme

施行

運用

5/14 9/1

PT：2,6,13

残り全て
（除外あり）

26

9/1

第95 条
リスト

9/1

Union

認可

10年間で
実施表明

5/17

TA ：未申請ASの申請

新規対象BP の申請

PT：1,3,4,5,18,19 新たなASを含むBP

BP ： リストに収載されない限り、市場で入手不可能

2024年 年末までに実施

10/30 新Review Programme 規則施行

２(3)-2 BRP 規則関連スケジュール



ロードマップ（2014年6月）

「EDs 特定のための判定基準の明確化」

27http://ec.europa.eu/health/endocrine_disruptors/policy/index_en.htm

 判定基準の検討

 欧州委員会のその後の対応

 2016年6月15日、影響評価をまとめ、Option 2 採択を公表

 EDsの判定基準を追加する方向で、BPR 改正予定

約600 物質 を選定し、各オプションに当てはめて方法論含めて検討中

Option 1

政策変更なし

（ベースライン）

Option 2

WHO/IPCS の定義

（有害性に
基づく
特定）

Option 3

WHO/IPCS の定義
＋

Categories

（疑わしきもの
含めて、広範に）

Option 4

WHO/IPCS の定義
＋

Potency

（有害性を更に
特性化）

2015年12月9日公開

NGO 等、支持 産業界、支持

２(1)-3 EDs (Endocrine Disruptors) の判定基準

IPCS ： International Programme on Chemical Safety



Ⅱ．化学物質管理規制の現状
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対 象 法 規

化学物質規制

一般化学品 有害物質規制法（TSCA）

農薬（Pesticide） 連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤（FIFRA）

食品添加物、
医薬品、化粧品

連邦食品・医薬品・化粧品法（FFDCA）

有害物質 安全飲料水及び有害物質施行法 （カリフォルニア州法）

労働安全衛生
分類・表示
（SDS, ラベル）

労働安全衛生法／危険有害性周知基準（OSHA/HCS）

環境関連

大気 大気浄化法（CAA）

水質 水質浄化法（CWA）

飲料水 安全飲料水法（SDWA）

廃棄物その他
資源保護回収法（RCRA）
緊急計画・地域社会知る権利法（EPCRA）

輸送関連 危険物輸送 危険有害物質輸送規則（HMR，DOT）

http://www.epa.gov/laws-regulations/laws-and-executive-orders#majorlaws

３．米国における主要な化学品規制



Toxic Substances Control Act （有害物質規制法）

管轄 ： Environmental Protection Agency （EPA ： 米国環境保護庁）

目的 ： 有害な化学物質による人の健康又は環境を損なう不当なリスクの防止

承認 ： 1976年10月11日，発効 ： 1977年1月1日 ⇒ 40年間、大幅な改正はない

構成 ： •  第Ⅰ編 – 有害物質の規制（オリジナル）

•  第Ⅱ編 – アスベストの危険緊急措置法（1986年追加）

•  第Ⅲ編 – 屋内ラドン削減法（1988年追加）

•  第Ⅳ編 – 鉛ばく露の低減（1992年追加）

•  第Ⅴ編 – 健康で高性能な学校（2007年追加）

•  第Ⅵ編 – 複合木製品のためのホルムアルデヒド基準（2010年追加）

既存化学物質／新規化学物質

TSCA インベントリー 既存化学物質

新規化学物質

収載

非収載
（約85,000物質収載）

３(1) TSCA の概要

http://www2.epa.gov/laws-regulations/summary-toxic-substances-control-act 30



CDR 規則への対応参考

Chemical Data Reporting rule（化学品データ報告規則）

公布 ： 2011年8月16日 （40 CFR Part 711）

実施 ： 第1回 2012年、以後4年おき

内容 ：

報告年（期間） 2016年 報告 （2016年 6月1日～9月30日）

対象期間 2012～2015年

報告
対象

業種 製造・輸入 加工・使用

数量
2012～15年の いずれかの年に
≧25,000 lb/サイトとなる物質 *1

2012～15年の いずれかの年に
≧25,000 lb/サイトとなる物質 *1

報告内容

・ 2012～15年各年 の製造、輸入量
（用途カテゴリー別）

・ 製造所に関する情報 等

・ 加工および使用 情報
（用途カテゴリー別）

25,000 lb≒11.34 t

*1 TSCA に基づく特定の規制物質（例:SNUR）の場合、2,500 lb/サイト（1/10）が報告対象

・ 今年が報告年 要注意！ です

・ 前回（2012年）に比べ、
対象期間が広く、
報告閾値が低く なっています

http://www.epa.gov/chemical-data-reporting 31



３(1)-1 TSCA Reform の動き

 制定までの手順

 事業者への影響

 法制定後、2年以内に下位則やガイダンス等の整備予定

 上院案が最終的に採用されると、既存化学物質の優先化プロセスのための

インベントリ整備 1年後に実施

⇒ 事業者への影響は早くて2017年以降か

両院協議会による法案の統一化

統一案による両院での再採決

大統領署名

成立

12/ 17 上院 S697可決 6/23 下院 HR5726可決2015年

2016年

5/19 上院，下院 合意達成

米国向け製品は
早めに再点検を

本年は、大統領

選挙の年

Bonnie Lautenberg
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上院 Senate 下院 House

提
出
法
案

民主党

共和党

討議草案（4/7）

H.R. 2576 （5/26）
TSCA Modernization 

Act of 2015

委員会審査 4/28 環境・公共事業委員会 可決（15-5）
6/3 エネルギー・商業委員会

可決（47-0，棄1）

本会議 12/17 上院 可決（満場一致の発声投票） 6/23 下院 可決（398-1）

S.697

（3/10）

Frank R.

Lautenberg

Chemical 

Safety

for the 21st

Century Act

S.725（3月）
Alan Reinstein

and 

Trevor Schaefer 

Toxic Chemical 

Protection ActT. Udall

D. Vitter

B. Boxer

J. Shimkus

中間選挙（2014年）で
共和党が両院で
多数派獲得

↓

TSCA 改正議論 加速

法案の統一化必要

参考 TSCA Reform 取り進め状況 (2015年の動き)

33



特に、上院案は EPA が2009年に公表した「6つの原則」の考えを反映

 既存化学物質に対する段階的なリスク評価・管理の実施

 事業者への安全性データ要求の拡大

 企業秘密情報（CBI）へのアクセス範囲の拡大

 州法に対する連邦法の優先権を強化

（Preemption）

 EPA の予算、費用見直し

Wikipedia より

３(1)-2 TSCA Reform の主要なポイント

Preemption ： 州の規制に対する連邦法の優先化（専占） 34



米国EPA 長官は、TSCA Reform に向けた「化学物質管理の法律改正の
ための重要原則」を発表 （2009/9/29）

参考 TSCA Reform に向けた6つの重要原則

http://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/essential-principles-

reform-chemicals-management-0

① 化学物質は信頼できる科学に基づいた安全基準および人健康と環境を守る

リスクベースにより見直されること

② 製造者は新規および既存化学物質が安全であることを結論

づけるのに必要な情報をEPAに提供すること

③ リスク管理の決定においては、感受性の高い子供など亜母集団、

コスト、代替物の利用可能性、および他の関係する配慮点を考慮すること

④ 製造者およびEPA は新規および既存化学物質ともに優先物質について

タイムリーに評価およびアクションを起こすこと

⑤ グリーンケミストリーが促進され、透明性および情報へのアクセスを確保する

規定が強化されること

⑥ EPA に対して政策遂行のための持続した資金源が与えられること

Lisa Jackson 
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Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide ACT 

（連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法）

管轄 ： Environmental Protection Agency （EPA ： 米国環境保護庁）

目的 ： （当初）低品質／誤ったラベルの貼られた害虫駆除剤（農薬）から農業者を保護

⇒ （現在）害虫駆除剤（農薬）の誤使用に対する人の健康又は環境の保護

歴史 ： 1910年 Federal Insecticide ACT （前身） 制定

1947年 FIFRA 成立 ： 害虫駆除剤に対する連邦政府の権限を拡大

1970年 EPA 設立

1972年 FIFRA 改正 ： 害虫駆除剤の登録制度

1996年 Food Quality Protection Act (FQPA) 制定に伴う

FIFRA 改正⇒害虫駆除剤の集合影響評価、等

2012年 Pesticide Registration Improvement Extension Act (PRIA 3) 

によるFIFRA  改正⇒登録費の見直し、等

https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-federal-insecticide-fungicide-and-rodenticide-act 36

３(2) FIFRA の概要

（EPA 管轄）



http://www.agriculture.senate.gov/imo/media/doc/FIFRA.pdf 37

３(2)-1 FIFRA の主要な章

7 U.S.C. Section Title FIFRA 7 U.S.C. Section Title FIFRA

prec. 121 Short title and table of contents. Sec 1. 136p Exemption of Federal and State agencies Sec 18.

136 Definitions. Sec 2. 136q Storage, disposal, transportation, and recall. Sec 19.

136a Registration of pesticides. Sec 3. 136r Research and monitoring. Sec 20. 

136a–1 Reregistration of registered pesticides. Sec 4. 136s Solicitation of comments; notice of public hearings. Sec 21. 

136c Experimental use permits. Sec 5. 136t Delegation and cooperation. Sec 22.

136d Administrative review; uspension. Sec 6. 136u State cooperation, aid, and training. Sec 23.

136e Registration of establishments. Sec 7. 136v Authority of States. Sec 24. 

136f Books and records. Sec 8. 136w Authority of Administrator. Sec 25.

136g] Inspection of establishments, etc. Sec 9. 136w–1 State primary enforcement responsibility. Sec 26.

136h Protection of trade secrets and other 

information. 

Sec 10. 136w–2 Failure by the State to assure enforcement of State 

pesticide use regulations. 

Sec 27.

136i Use of restricted use pesticides; 

applicators. 

Sec 11. 136w–3 Identification of pests; cooperation with Department of 

Agriculture’s program. 

Sec 28.

136j Unlawful acts. Sec 12. 136w–4 Annual report. Sec 29.

136k Stop sale, use, removal, and seizure. Sec 13. 136w–5 Minimum requirements for training of maintenance 

applicators and service technicians. 

Sec 30.

136l Penalties. Sec 14. 136w–6 Environmental Protection Agency minor use program. Sec 31.

136m Indemnities. Sec 15. 136w–7 Department of Agriculture minor use program Sec 32.

136n Administrative procedure; judicial review. Sec 16. 136w–8 Pesticide registration service fees. Sec 33.

136o Imports and exports. Sec 17. 136x Severability. Sec 34.

136y Authorization for appropriations. Sec 35.



38

３(2)-2 FIFRA の対象

 Pesticide （害虫などの駆除剤）

(1) any substance or mixture of substances intended for preventing（抑制）, 

destroying（駆除）, repelling（忌避）, or mitigating（低減） any pest, 

(2) any substance or mixture of substances intended for use as a plant

regulator（植物成長調節物質）, defoliant（枯葉剤）, or desiccant（乾燥剤）,  

(3) any nitrogen stabilizer（窒素安定剤）

 Pest

(1) any insect（昆虫）, rodent（齧歯動物）, nematode（線虫）, fungus（菌類）,

weed（雑草）, or 

(2) any other form of terrestrial or aquatic plant or animal life or virus, 

bacteria, or other micro-organism (except viruses, bacteria, or other 

micro-organisms on or in living man or other living animals) which the

Administrator declares to be a pest under section 25(c)(1).

農業・工業用、家庭用の

区別なく、FIFRA で規制されます



https://www.epa.gov/pesticides 39

３(2)-3 FIFRA 規制の概要

 すべてのPesticide は、EPA に事前登録必要

 Pesticide の分類

 一般使用Pesticide

 制限使用Pesticide ⇒認可使用者又はその直接監督下にある人のみ使用可

 国家レベルでの安全確保

 販売，使用 ，輸送，保管，廃棄

 輸出，輸入

 各州は、追加規制の設定可能

事前登録申請（必要な書類・データ） EPA ： 評価（リスクアセスメント）

製品登録残留基準値（MRL： Maximum Residue Level） 設定



https://www.epa.gov/pesticide-registration/pesticide-registration-manual-blank-forms 40

３(2)-4 FIFRA 登録の概要

 EPA Office of Pesticide Programs のミッション

 健全なアメリカに対して、Pesticide および代替物が安全で、かつ利用可能で

あることを保証することによる、公衆衛生および環境の保護

 事前登録申請資料

 書式 8570-1に従う（ラベルの下書き）

 手数料の支払い証明書

 登録申請に必要なデータ

 製品の化学的性質

 有害性および健康影響

 申請者および申請後のばく露

 残留化学物質

 生態毒性および環境運命

 効能



https://www.jetro.go.jp/world/qa/04Y-120102.html 41

３(2)-4 FIFRA 登録フロー

企業番号（Company Number）の取得

工場番号（Establishment Number）の取得

販売製品の事前登録申請

書類の確認審査（3w.）

実審査（ヒト健康，生態影響）

残留基準値設定
（MRL： Maximum Residue Level）

新規活性物質含有
製品の登録



http://www.epa.gov/oppfead1/labeling/lrm/ 42

３(2)-5 FIFRA ラベルへの記載情報

 Name and address of the producer, registrant, or person for whom 

produced

 Restricted Use Statement (if required)

 Product Name, Brand or Trademark

 Ingredient Statement

 Signal Word, including Skull & Crossbones, if either are required

 “Keep Out Of Reach Of Children” (KOOROC) 

 Precautionary Statements, including 

Hazards to Humans and Domestic Animals 

 EPA Registration Number and 

EPA Establishment Number 

 Storage and Disposal Statements

 Referral Statement to Directions 

for Use in booklet, if any 

 Net weight or measure of contents 

“The Label is the LAW!” です

・ EPA

・ 登録者
・ 製品使用者

三者間の
強制力ある
法的契約書

と言えます



https://www.epa.gov/enforcement 43

３(2)-6 執行（Enforcement）関連事項（罰則）

 民事罰 （違反ごとに評価）

 EPA ガイダンスには、以下を含む考慮要因をリストアップ : 

 違反の重大性

 違反者に対してビジネス・カテゴリーのサイズ

 過去の警告 / 違反

 ヒト健康 / 環境への実際の、あるいは潜在的有害性

 刑事罰

 知りながらの、あるいは故意の不正

 販売，使用停止, 除去 および 差し押さえ 命令

 不法表示された、あるいは不適切な表示がなされた製品

 未登録の、あるいは 登録から外れた表現



Ⅱ．化学物質管理規制の現状

44

 欧州

 米国

 アジア（中国，台湾，韓国，

タイ）



分類 法令 管轄官庁

新規化学物質
新化学物質環境管理弁法 （環境保護部令 第7号） (2010)

http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bl/201002/t20100201_185231.htm

http://www.mepscc.cn/tabid/271/Default.aspx

環境保護部
（MEP）

危険化学品
危険化学品安全管理条例（国務院令 第591号）(2011)

http://www.gov.cn/flfg/2011-03/11/content_1822902.htm

国家安全生産

監督管理総局
（SAWS）、他

労働安全衛生
中華人民共和国職業病防止法 (2011修正)

http://www.nhfpc.gov.cn/zhuzhan/wsjsfl/201305/9ee06be194ee4ab18

4047f6ed2a3e8fd.shtml

国家衛生与計画

生育委員会
（NHFPC）

有毒化学品の
輸出入制限

化学品の初回輸入及び有毒化学品の輸出入環境管理

規定 (2007修正)

http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=10293  （法律図書館）

環境保護部
（MEP）

前駆化学物質
（易制毒化学品）

易制毒化学品管理条例（国務院第445号）(2005)

http://www.gov.cn/gongbao/content/2005/content_91170.htm

商務部
（MOFCOM） ，
公安部 （MPS）

４(1) 中国 ： 化学品管理関連の主要規制

URL : いずれも中国語

45



 環境保護部が「新化学物質申告登記指南（草案）」をWTO/TBT 通報

G/TBT/N/CHN/1170 （2016年3月8日）

採択日（案）：本年 5月4日， 施行日（案） ：本年 11月1日

 本指南の改訂における考え方 ：

・ 「新化学物質申告登記指南」（2010年9月公布）の5年の経験踏まえる

・ 従来の新化学物質に対する管理方法は変えない

・ 国外の化学品管理方法、実際運用の利便性、中国の実情などを顧慮

 主要な改訂項目

・ 適用範囲

・ 申告の種類と形式

・ 申告登記の手順

・ 申告データへの要求事項

・ ポリマーに関する特別規定

・ 登記後の管理

４(1)-1 新化学物質申告登記指南（草案）

http://www.tbt-sps.gov.cn/tbtTbcx/getTbcxContent.action?mid=22422&TBType=1 46



47

４(1)-2 危険化学品規制の体系

危険化学品安全管理条例
（国務院令 第591号） 施行 :2011.12.1

危険化学品登記管理弁法

（安監総局令 第53号） 施行 ： 2012.8.1

化学品物理危険性鑑定及び分類管理弁法

（安監総局令 第60号） 施行 ： 2013.9.1

危険化学品目録（2015版）
施行：2015.5.1

登録

危険化学品管理に関する最上位の法規

（1）通則 ： GB13690-2009

（2）分類 ： GB30000.2〜29-2013 UN GHS 改訂第4版

（3）ラベル ： GB/T22234-2008 規範，GB15258-2009 ； ラベル編纂

（4）SDS   ： GB/T16483-2008 内容，GB/T17519-2013 ； SDS作成細則

（5）他 ： GB/T32374-2015 危険有害性情報のフレーズとコード番号

・ 生産・輸入企業の登録を義務化

・ 危険性未確定の化学品（混合物
を含む）の危険性鑑定を義務化

・ 危険性未確定の化学品の物理
危険性鑑定・分類に ついて規定

・ 混合物の系列申告を導入

安全生産許可証，安全使用許可証，経営許可証

・ 危険化学品該当品目を収載
（2,828品目＋GHS 分類による対象品目）

資格

目録

GHS

鑑定

2017年
1月1日
施行



 危険化学品登記

• 危険化学品を生産・輸入する企業は事前に登記が必要

• 危険性未確定の化学品は鑑定必要⇒混合物も対象（企業の負担増）

 危険化学品目録（危険化学品関連法規の対象化学品リスト）

• 公告 ： 2015年2月27日，施行 ： 2015年5月1日

• 危険化学品該当2,828品目を収載

危険化学品目録（2015年版）実施指南（試行） 通知 2015年8月19日

• 本文（11項目）と附属書（目録収載化学物質のGHS分類結果を含む）

⇒危険化学品管理の厳格化が予想される

 安監総局 2016年重点活動計画公表 （第13次5カ年計画に沿って）

（2016年3月10日）

４(1)-2-1 危険化学品規制の最新動向

48
http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_5330/2015/0309/247023/content_247023.htm

http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_4140/2015/0401/248295/content_248295.htm
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４(1)-2-2 目録（2015年版）実施指南（試行）の通知

危険化学品分類情報表のGHS 分類結果は

強制的に使用する必要があります

http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_6288/2015/0902/257318/content_257318.htm
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４(1)-2-3 安監総局 2016年重点活動計画公表

http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_6288/2016/0322/266222/content_266222.htm

生産許可証等、発行時の厳格化

各企業における安全管理体制の強化

規制システムの改善 等が示されています



法令 管理・規制の概要 管轄官庁

• 毒性化学物質管理法
• 毒性化学物質の安全管理

• 化学物質の登録及び評価 行政院 環境保護署

• 環境用薬管理法 • 環境衛生・汚染防御用薬品の管理

• 職業安全衛生法（職安法） • 労働衛生管理，MSDS 労働部

• 消防法 • 防火安全に関する規制 内政部 消防署

• 食品衛生管理法 • 食品の衛生安全及び品質の管理
衛生福利部

• 化粧品衛生管理条例 • 化粧品の衛生安全及び品質の管理

• 農薬管理法 • 農薬管理 行政院 農業委員会

• 道路交通安全規則 • 危険物品の道路輸送管理 交通部

• 商品標示法 • 商品の正確な表示管理 経済部

４(2) 台湾 ： 化学品管理関連の主要規制

http://law.moj.gov.tw/eng/ 51



増補・改訂毒性化学物質管理法
⇒新規・既存化学物質登録制度を導入（第7条の1）

公布 ： 2013年12月11日， 施行 ： 2014年12月11日

新化学物質及び既有化学物質資料登録弁法

⇒新規・既存化学物質登録の詳細規定

公布 ： 2014年12月5日， 施行 ： 2014年12月11日

職業安全衛生法（旧 労工安全衛生法）
⇒新規化学物質登録制度を導入，既存化学物質リスト作成

公布 ： 2013年 7月 3日， 施行 ： 2015年 1月 1日

新化学物質登記管理弁法

⇒新規化学物質登録の詳細規定

公布 ： 2014年12月31日， 施行 ： 2015年1月1日

← 行政院
環境保護署

← 労働部
職業安全衛生署

４(2)-1 台湾 ： 化学物質登録制度を導入
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参考 化学物質登録プラットフォーム

条文やガイダンス等 各種情報が

公表されていますhttp://tcscachemreg.epa.gov.tw/Epareg/

content/masterpage/index.aspx 53



製造・輸入量
[ トン／年 ]

Q<0.1 0.1≤Q<1 1≤Q<10 10≤Q<100
100≤Q

<1,000
1,000≤Q

一般新化学物質 少量登録 簡易登録
標準登録

1級
標準登録

2級
標準登録

3級
標準登録

4級

製品/行程開発 少量登録 簡易登録 標準登録1級

科学研究 登録不要 簡易登録 標準登録1級

限定場所中間物/ポリマー 少量登録 簡易登録 標準登録1級

低懸念ポリマー
(要事前確認)

登録免除 少量登録

CMR 物質
標準登録

1級
標準登録

2級
標準登録

3級
標準登録

4級

 登録申請時期

・ 毒化物法 ： 製造・輸入開始の90日前までに登録申請（第7条の1）

・ 職安法 ： 製造・輸入は、登録申請 → 登録承認受領後（第13条）

 登録区分（両法共通）

４(2)-2 新規化学物質の登録

※ 少量登録 ，簡易登録 と 低懸念ポリマーの確認申請は 毒管法のみでよい 54



 環境保護署 新規化学物質登録資料の公開 開始 （2015年12月7日）

・ 第一段として、秘密保護申請されていない少量登録の170物質を公開

⇒公開されたくない情報は 秘密保護申請 を！

【秘密保護申請時期】 ①登録申請時、②化学物質リスト収載の3～6か月前

４(2)-2-1 新規化学物質登録資料の公開

秘密保護申請可能な項目

化学物質の識別情報

登録人情報

製造又は輸入情報

用途情報

http://tcscachemreg.epa.gov.tw/Epareg/OpenData/content/NewChemistPage.aspx 55



 2段階での登録

４(2)-3 既存化学物質の登録（毒化物法のみ）

分類 ＼ 期日

申請登録期間

以前から

製造・輸入
（第18条）

2016年4月1日
以後に

製造・輸入

≧100kg/年

（第19条）

標準登録期限

（物質と共に公告）

第1段階登録
（REACH の
予備登録 に相当）

標準登録
（≧1t /年）

（90日以内に登録申請）

登録対象物質公告

（段階的公告）
施行

‘14.12.11 ‘15.9.1 ‘16.3.31 ～‘17.12.31

製造・輸入量

≧100kg/年

9/9  新化学物質及び
既有化学物質

登録のための

ガイダンス 公表

http://tcscachemreg.epa.gov.tw/Epareg/content/login/DownloadList.aspx

※ 標準登録期間開始後に製造・輸入を開始する場合の手続き不明

第1段階登録 （遅発予備登録）

・ 生産量

・ 懸念有害性

・ データ有無

製造・輸入量≧100kg

標準登録の対象 ：
≧1トン/年

⇒第1段階登録と
ギャップあり
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※標準登録の5～7項 ： 1級（1～10t）、2級（10～100t）、3級（100～1,000t）、4級（1,000t以上）の4階級に
分かれており、製造・輸入量が多いほど要求データが多い

※標準登録の8，9項 ： 毒化物法 ・・・ 標準登録 4級 、または CMR物質に要求

職安法 ・・・ 標準登録 2級 、または CMR物質に要求

項 目 少量登録 簡易登録
標準登録

(新規・既存)
既存化学物質
第1段階登録

1. 登録人及び物質基本識別情報 ○ ○ ○ ○

2. 物質製造、用途及びばく露情報 ○ ○ ○ ○

3. 危害分類及び表示 ○ ○

4. 安全使用情報 ○ ○

5. 物理及び化学特性情報 ○ ○

6. 毒性情報 ○

7. 生態毒性情報 ○

8. 危害評価情報 ○

9. ばく露評価情報 ○

参考 登録資料
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法令 管理・規制の概要 管轄官庁

• 化評法（K-REACH） • 化学物質の登録及び評価 環境部

• 化学物質管理法（化管法）
• 化学物質の確認・統計調査
• 有害化学物質の安全管理

環境部

• 産業安全衛生法 • 労働衛生管理，MSDS 雇用労働部

• 高圧ガス安全管理法
• 品質管理および産業製品
安全管理法

• 有毒ガスの保存・輸送

• 産業製品における有害化学物質基準
産業通商資源部

• 危険物安全管理法 • 爆発物の保存・輸送 国民安全処

• 船舶安全法 • 爆発物の分類・標示、海上輸送 国土交通部

• 農薬管理法
• 肥料管理法

• 農薬管理
• 肥料管理

農林畜産食品部

• 薬事法 • 薬事管理 保健福祉部

４(3) 韓国 ： 化学品管理関連の主要規制

http://ncis.nier.go.kr/gosi/Law.jsp?sub=03 58



化学物質の登録および評価等に関する法律（化評法）
公布 ： 2013年 5月 22日， 施行 ： 2015年 1月 1日

化評法施行令（大統領令）
公布 ： 2014年 12月 9日
⇒化学物質評価委員会、除外・免除対象、登録資料の省略、

資料保護の範囲、規制対象物質の指定基準・告示方法等の規定

化評法施行規則（環境部令）
公布 ： 2014年 12月24日
⇒報告・登録の内容・方法、有害性審査・危害性評価の方法等、

川上・川下への情報提供、情報公開、資料保護の申請方法

環境部告示、国立環境科学院長告示等告示：2014年12月30, 31日
・ 報告除外対象既存化学物質 ・ 審査方法 ・ 試験方法
・ 化学物質安全情報の作成・提供方法 等

日中韓の化学物質管理政策に関するセミナー （13年11月15日）
http://chemical-net.env.go.jp/semi_bn_2013.html#sem2

４(3)-1 化評法の構成
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中国・韓国の化学物質管理の最新動向に関するセミナー（2014年12月3日）
韓国化学物質の登録及び評価に関する法律 (K-REACH) ： 現在の状況に資料を修正

http://chemical-net.env.go.jp/semi_bn_2014.html#sem2

期日 14.1.1
（施行）

15.1.1 16.1.1 17.1.1 18.1.1 19.1.1 20.1.1 21.1.1 24.1.1

報告

登録
対象物質の

事前公表

リスク 評価

猶予期間 [3年]

[少量]  新規化学物質 < 1t/年

猶予期間 [3年]

≥ 100t/年
≥ 70

t/年
≥ 50

t/年
≥ 20

t/年
≥ 10

t/年

[一般登録]             新規化学物質

猶予期間 [3年]

報告 : すべての新規化学物質, 既存化学物質 ≥ 1t/年
（毎年 6/30 までに）

登録対象物質 ≥ 1t/年

< 100㎏/年

[製造/輸入]

15.7.1

製品申告 製品に含有されている有害化学物質の申告 ＞1t/年

４(3)-2 化評法実施スケジュール
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 対象 ： 既存化学物質（≧1t/年），新規化学物質

 対象者 ： 製造者，輸入者，販売者

 報告期間 ： 毎年6月30日まで（第1回：2016年6月30日）

 報告項目 ： 用途，数量

 報告業務を簡素化（施行規則の一部を改正公布，施行：2015年10月30日）

 「海外製造者・生産者に対する報告」に関する

ガイダンス 公開（2016年2月）

４(3)-3 （年度）報告

http://www.chemnavi.or.kr/chemnavi/spkreach/archivesdetail.do?idx=8672&category=4

項 目 主要な改正内容

製造・輸入等の報告

・ 10トン未満の場合、数量範囲を選択

・ 10トン以上の場合は、数量を±10%の範囲で報告

例） 輸入量 54.321トンの場合 ⇒ 「50トン」と記載可能

・ 韓国外の製造・生産者が直接報告可能 （日本の化審法と同様の制度）

⇒詳細は、「海外の製造・生産者の報告」に関するガイダンスに記載



 韓国 環境部は、「登録対象既存化学物質」を告示（15年7月1日）

（環境部告示第2015-92号）510物質

 共同提出の手続案内「共同登録情報提供システム」で各物質の協議体に

参加依頼（15年9月22日）

・登録対象既存化学物質の登録は、

原則として、共同登録の義務

＜共同登録の準備日程＞

４(3)-4 第1回 登録に向けて

https://chemicalwatch.com/asiahub/24329   （Chemicalwatch AsiaHub）

http://ncis.nier.go.kr/ncis/LIW0602.do?b_id=00443&b_seq=17&leftordridx=3&topordridx=4&menuid=LIW&leftsubordridx=

協議体加入 代表者選定 協約の締結
共同提出

資料の準備
登録書類の
提出・完了

16.6.30 17.12..31 18.6.3015.11.30 15.12.14

・ IT システム使用（日本からは閲覧不可）
・ 当初 ： 9/30まで → 11/30まで 延期

http://www.chemnavi.or.kr/chemnavi/spboard/noticedetail.do?idx=9682

「協議体加入」 期間は過ぎて
いますが、その後も加入できます

日本企業はOR を通じて協議体に
参加となります

⇒遅くとも 「協約締結」 までの
加入をお勧めします

16.4.8  環境部が協議体における
モデル契約書を公表
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 工業省工場局案の概要説明（2015年8月26日）

・ 公開ヒアリング説明会で新制度（案）を紹介（約350名参加）

・ 早ければ 2017年頃 より本制度案を実施に移す考え

 既存化学品について

・ 国家化学品インベントリー 構築 （対象 ： 市場にある既存化学品）

○インベントリーに ・ 既存の有害物質リストの物質

収載される主な化学品 ・ リスト 5.6 基準に合致し、届出された物質

○ 2016年中 に構築 終了 （ 以降は新規化学品）

・ インベントリー収載物質に対して評価 SVHC（高懸念物質） 選定

・ SVHC リスト収載物質は、事業者がリスク評価を実施し、提出

○ 実施手順 ： 今後公布されるCRA（化学物質リスク評価）規則に従う

○ リスク評価報告期限 ： 数量バンドにより3～8年の猶予を付与

４(4)-1 タイ 化学物質の新管理制度（案）
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市場にある既存化学品

危険有害品リスト
（約1500物質）

コンサルテーション
システム（DIW）

（税関データ）

国家化学品

インベントリー構築

優先評価の実施

SVHC リスト作成

リスク評価・提出

リスト 5.6 基準＋
＞1ｔ/年 の製造・輸入品

既存制度 新制度案

（実施者）

事業者
・ リスト 5.6 基準に非該当、 または

・ 年間 製造・輸入量≦1t

でも 届出は可能

規制当局

４(4)-2 既存化学品管理の概略スキーム
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４(4)-3 新規化学品の管理（案）

 新規化学品（インベントリーに収載されていない）は、まず登録 実施

 登録された物質は、当局が懸念化学物質の評価基準に従い、

SVHCであるかを判断

・ SVHCに該当する場合⇒事業者がリスク評価を実施し、提出

・ SVHCに該当しない場合⇒事業者が簡易リスク評価を実施

インベントリーに収載
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 意見
本制度案そのものは、現行法に基づく、有害物質リスト収載物質を対象に

化学物質インベントリーを作成し、その中から優先評価物質を選定し、

リスク評価・管理を行うという、現実的な取り組みと評価できる

 懸念事項

1. 化学物質インベントリーの定義、収載される化学物質の対象範囲が曖昧

・ リスト 5.6 基準 かつ 製造・輸入量 1t／年 の届出対象だけでは、

ポリマー等の非有害性物質が漏れる可能性がある

・ リスト 5.6 基準では、混合物として評価・届出⇔登録は物質単位

・ リスト 5.6 基準に合致しない、または、製造・輸入量≦1t でも

届出可能であることが十分周知されていない

・ リスト 5.6（10種類）の判断基準が未だ明確でない

2. 当局・事業者共に、資金・人的資源の負担 大

・ リスク評価は、事業者が行わなければならない仕組み

・ スケジュール タイト

タイに製品を輸出している
事業者は、出荷製品の
情報整理（組成情報）等、
準備してね

４(4)-4 新制度（案）への意見と懸念事項



まとめ
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 化学品管理には、未だ多くの課題があるが、2020年を超えて

持続可能なグリーンマネジメントに向けた取り組み模索中

 欧州：REACH2018, SVHCの適正管理, 査察等、対応必要

BPR；TA 使用未申請AS，新規対象BP の申請必要（本年9月）

 米国：TSCA Reform 成立間近⇒米国向け製品は早めに再点検を

本年は、CDR 規則に従った報告の年← 確実な対応を

FIFRA；広範で、難しい法律⇒十分な内容の理解を

 中国：危険化学品の厳格管理が予想される← しっかりした対応を

台湾，韓国：新化学物質登録制度への対応 確実に

 タイ：化学物質新管理制度の構築が計画されており、日化協として

合理的な制度となるように提言していく



付録（定期情報の配信会社・機関（無料））
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 NITE ケミマガ（独立行政法人製品評価技術基盤機構）

http://www.nite.go.jp/chem/mailmagazine/chemmail_01.html

 化学物質国際対応ネットワークマガジン

http://www.chemical-net.info/mailmg_bn.html

 みずほ情報総研「ケミマガ」

http://www.mizuho-ir.co.jp/publication/mailmagazine/chemimaga/index.html

 JCDB メルマガニュース

http://www.jcdb.co.jp/magazine/

 ECHA Weekly Newsletter

http://echa.europa.eu/subscribe

 ACC SmartBrief （American Chemistry news）

https://www.smartbrief.com/signupSystem/subscribe.action?pageSequence

=1&briefName=acc&campaign=in_brief_signup_link&utm_source=brief



ご清聴 ありがとうございました

世界的に化学品規制は、

強化されていきます！
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しっかり Ｗａｔｃｈ し、

対応しましょう


