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I. 欧米諸国における化学物質管理 

1. 国際的な化学物質管理 
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化学物質管理には国際的協力が必須！ 

• 膨大な化学物質数、試験に要する費用・時間等の問題 

– Chemical Abstract Service (CAS)に登録されている化学物質の
数は1億以上 

– 各国で登録されている化学物質のリストは、万単位 

日本化審法：３万、米国TSCA: 8～9万、欧州REACH：10万） 

– 市場にある化学物質の安全性の科学的知見は不十分 

• 化学物質汚染は広範囲に影響を与え、化学物質のリス
クに国境は関係がない 

• 国際的な協調なしには、化学物質管理の推進は不可能 
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1992年、地球サミット（国連環境開発会議：UNCED）開催 
地球環境問題解決に向けた「アジェンダ21」の取りまとめ 

第19章「有害化学物質の環境上適正な管理」 

2002年、持続可能な開発に関する世界首脳会議（WSSD）開催 
「アジェンダ21」の内容を実施する上での指針としての「ヨハネスブルグ実施計画」採択 

パラグラフ23 

Ｗ Ｓ Ｓ Ｄ ２０ ２０ 年 目標  
予防的取り組み方法への留意、透明性のある科学的根拠に基づくリスク評価手順、科学的根拠に

基づくリスク管理手段、化学物質がもたらす著しい悪影響を最小化する方法での使用･生産を２０２０
年までに達成 

ロッテルダム条約の2003年まで
の発効・ストックホルム条約の

2004年までの発効 

IFCS*1によるバイア宣言と2000
年以降の優先行動事項に基づ

くSAICM*2の発展 

2008年までの 
GHS*3の実施促進 

化学物質・有害廃棄物の適正
管理、環境関連多国間協定の
実施、データ収集･利用の促進 

有害化学物質と有害廃棄物の
国際的不法取引の防止、国際

移動・処分による損害防止 

PRTR制度のような統合された
情報取得促進 

重金属によるリスクの軽減促進 

国際的な化学物質管理 
-ＷＳＳＤの位置づけと経緯- 

*1IFCS：化学物質の安全性に関する政府間フォーラム *2 SAICM： 国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ 

*3：GHS：化学品の分類および表示に関する世界調和システム 

・「アジェンダ21」の内容の見直し 
・新たな課題への対応 
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I. 欧米諸国における化学物質管理 

2. OECDの化学品安全プログラム 
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ＯＥＣＤ加盟国 

ＯＥＣＤ 
• 1960年欧州18カ国とアメリカ、カナダによって世界的視野に立って国際経済

全般について協議することを目的に設立 

• 多くの先進国に加えてメキシコやチリ、トルコなどの新興国、34カ国が加盟 

https://www.oecd.org/tokyo/about/members.htm 

ＯＥＣＤ加盟国（現在34カ国）+EC 

加盟手続中 主要パートナー 
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http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000038671.pdf 
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OECD環境保健安全プログラム 

○目的 

• （化学物質管理を通じた）人健康及び環境の保護に関する加盟
国政府の活動支援 

• 化学物質管理政策の更なる透明性及び実効性を確保 

• 加盟国政府及び産業界のリソースのセーブに貢献 

• 化学品及び化学製品の貿易における不必要な歪みを防ぐこと 
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化学物質管理に関するOECDの組織 

環境政策委員会  
化学品委員会 

化学品合同会合 

（約８ヶ月毎に開催。２月、１１月、６月） 

工業ナノ材料作業部会 

ハザード評価タスクフォース  

（QSAR、eChemPortal、
IUCLID、UVCBなど）    

暴露評価タスクフォース 

テストガイドライン作業部会 

ＧＬＰ作業部会 

食料･飼料タスクフォース 

バイオサイドタスクフォース 

PRTRタスクフォース 

化学事故作業部会 

農薬作業部会 

化学品・農薬・バイオテクノロジーWP 

バイオテクノロジー規制監視
調和作業部会 
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化学品・農薬・バイオテクノロジーWPの
下部組織 

化学品委員会の下部組織 



OECD環境保健安全プログラムの歴史 

○１９７０年代 → OECD環境保健安全プログラム発足、 
   PCBs、水銀等の有害物質管理の議論 
 
○１９８０年代 → OECDテストガイドライン及びGLP基準原則、
   MAD原則が理事会決定 
   各国の化学物質に関するデータの共通化 
                 

○１９９０年代 → OECD HPVプログラムがスタート 
 
○２０００年～ → 既存活動の促進、リスク評価＋管理、 
   そのための情報管理・開示に向けた議論 
   工業ナノ材料への取り組みの開始 
 
○２００６年～ → 加盟国外での化学物質の生産・使用増大  
            ・・・アウトリーチ政策            
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NITE化学センターが関わる 
サブプログラムの詳細１ 

• MAN（安全性評価の相互受入）の促進 

• 各国制度の共通化、ITを活用した情報管理システ
ムの検討 

新規化学物
質CH 

• CO-OPERATIVE CHEMICAL ASSESSMENT プログラム 

• QSAR、eChemPotal、IUCLID 

• UVCBs キャラクタリゼーション 

ハザード評
価TF 

• 試験方法の作成や議論 

• 内分泌攪乱物質試験評価方法、トキシコゲノミク
ス 

テストガイド
ライン 
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NITE化学センターが関わる 
サブプログラムの詳細２ 

• ＰＲＴＲデータの収集及びデータの質向上 

• グローバルＰＲＴＲ制度（各国ＰＲＴＲ制度の比較）」 

• ＰＲＴＲデータの活用 
ＰＲＴＲ TF 

• 排出シナリオ文書(ESD)の作成 

• 多様な暴露評価に関する議論（小児、製品、複合
暴露など） 

• 用途の国際整合化 

暴露評価TF 

• 加盟メンバーGLP原則遵守試験所の担保 

• 非加盟メンバーへのGLP原則遵守試験所の拡大
議論 

GLP 

• ナノ材料の特性を考慮したテストガイドラインの開発 

• ナノ材料に対するリスク評価・管理、暴露削減など
の知見を各国で共有 

工業ナノ材料作
業部会 
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主な議論 

• ＡＯＰに係るテストガイドラインについては、今後の合同会合
でも深く検討していく 

• ２０２０年以降の化学物質管理の枠組みに関して、次回の
合同会合で議論（ICCM4のフォローアップ） 

• 製品中化学物質管理に関する取組の重要性について認識 

• 化学物質排出のためのＢＡＴ（Best Available Techniques）に
関する情報交換を実施 

• 新規化学物質CHが終了（関心国がOECDの枠外で協力） 

OECDの直近の活動について 

2016年2月9日～11日 第５４回化学品合同会合（パリ） 
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OECDとNITEのつながり 

• NITE職員がOECD環境健康安全課（EHS）に出向中 

（主にQSARプロジェクト及びCoCAP（QSAR）を担当） 

 

• 2015年10月にEHS課長と会合実施 

環境健康安全プログラムに関する職員向け勉強会での
講演 
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I. 欧米諸国における化学物質管理 

Toxic Substance Control Actにおける化学物質管理 

3. 米国の化学物質管理 
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米国の化学物質管理の歴史 

1960年
代後半  

• 公害防止・環境保護運動に呼応し大気清浄法、水質汚染防止法な
ど環境保護法が成立 

1970年 • 米国環境保護庁（EPA）が誕生 

1970年
代前半 

• ハドソン川（NY）底質のPCB汚染、オゾン層破壊物質（CFC）、塩素系
殺虫剤（ケポン）の工場排出による河川汚染などの環境問題 

1976年 • TSCA制定 

2016年 • TSCA改正(?) 
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TSCAについて 

• Toxic Substances Control Act (TSCA)1976年に制定 

• 目的 

– 人健康や環境に対して不合理なリスクのある化学物質の
規制 

• EPAの権限 

– 化学物質に関する届出や記録保持、試験、規制を製造者
等に要求 

• 対象外の物質 

– 食品や医薬品、化粧品、農薬などの他の法令で規制され
る物質 

• 主な規制物質 

– PCBやアスベスト、ラドン、鉛塗料、ホルムアルデヒドなど  
18 



TSCAの構成 

• Section 4－試験要求 

• Section 5－新規化学物質の事前届出 

重要新規利用規則（SNUR） 

• Section 6ー有害性物質の規制 

• Section 8ー報告と記録保持 

• Section 12ー化学物質の輸出 

• Section 13ー化学物質の輸入 
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現行TSCAの問題点 

• 既存化学物質の安全確認のための強制力のあるプ
ログラムがない 

 ⇒任意のプログラムを実施 例）TSCA Work Plan 

• 化学物質の規制、禁止するための法律上の問題点 

 ⇒規制対象の物質が数物質程度しかない。 

• 企業に試験データの作成及び提出要求をする上で
の障害 

• 企業から企業秘密であると要請されるため、一般及
び他政府への情報開示が制限 
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最近のTSCAに関するプログラム 
- TSCA Work Plan Chemicals - 

目的 

• 評価を行う上で優先度の高い化学物質を同定する
こと 

• 適切なリスク管理処置を取ること 

進捗状況 

• 2012年2月にTSCA Work Planのスクリーニングが行
われ、83物質がリスク評価の対象 

• 2014年10月にTSCA Work Planの更新が行われ、90
物質がリスク評価の対象 

• TCE、ATO、DCM、HHCB、NMPのリスク評価が終了 
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TSCA改正へ向けた米国の動き 

2014年9月 

第113議会
でのTSCA改
正は実現せ

ず 

2015年3月 

上院TSCA改
正案公表 

2015年4月 

下院TSCA改
正案公表 

2015年6月 

下院TSCA改
正案可決 

2015年12月 

上院TSCA改
正案可決 

2016年1月 

TSCA改正案
両院協議会
で議論開始 

2016年6月 

TSCA改正 
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TSCA改正法 

- Frank R. Lautenberg Chemical Safety for the 21st Century Act - 

改正の目的 

– イノベーション・経済成長を促しつつ、化学物質管理制度を改善 

– 米国国内の化学品に関する安全性を担保 

– 米国内外の化学品の流通を容易化 

主なポイント 

– 消費者製品の安全性を保証 

– 既存化学物質のリスク評価・管理するシステムを構築 

– EPAの業務に期限を設定 

– 企業が化学品のリスク評価・管理のためにEPAに料金を支払う
ことができる 

– 米国内の化学物質管理規則を統一化 

– 企業秘密を維持  
23 



参考：EPAのTSCA２１ 実施計画 
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カテゴリー アクション 2016年 2017年 2018年 2019年

新規化学物質
肯定的な安全決定、脆弱集団を考慮した
審査

署名日から適用

識別子を関連情報に紐付けるプランの作
成

7月中旬（目標）

定期的なCBI審査手法の開発 7月中旬（目標）
関係者に記載と証明のための追加情報提
供

7月中旬（目標）

TCE（染み抜き、エアロゾル脱脂）に対する
規則提案

10月初旬（提案規則目標） 10月初旬（最終規則目標）

TCE（蒸気脱脂）に対する規則提案 12月初旬（提案規則目標） 12月初旬（最終規則目標）
MC, NMP（塗料剥離剤）に対する規則提案 12月初旬（提案規則目標） 12月初旬（最終規則目標）

初期リスク評価をおこなう10物質を公表 12月中旬（期限）
評価範囲の公表 6月中旬（期限）

優先付け手順の
規則

高優先物質特定のための手順と基準の規
則作成

12月中旬（提案規則目標） 6月中旬（最終規則期限）

リスク評価手順
の規則

高優先物質のリスク評価のための手順規
則作成

12月中旬（提案規則目標） 6月中旬（最終規則期限）

費用の規則 費用要求のための規則作成 12月中旬（提案規則目標） 6月中旬（最終規則期限）
インベントリー規
則

企業に10年以内に製造加工された物質を
報告させるための規則

12月中旬（提案規則目標） 6月中旬（最終規則期限）

科学諮問委員会
法施行のための独立した諮問委員会を設
立

12月中旬（目標） 6月中旬（期限）

リスク評価の年
次計画

年初に評価計画、必要なリソース、評価中
ステータス等を特定

毎年1月初旬（期限）

水銀輸出禁止の
追加

禁止される水銀化合物の初期リストを公表 9月中旬（期限）

水銀インベント
リー

米国における水銀供給、使用、貿易状況
を公表（３年毎更新）

4月1日（期限）

中小企業の定義
中小企業の特定基準の改定案の妥当性
決定

12月中旬（期限）

議会への報告
リスク評価を実施するために必要とされる
リソース等を報告（５年毎）

12月中旬（期限）

水銀使用・製造
報告規則

最終規則 6月中旬（期限）

CBI審査・実証規
則

最終規則

CBI物質のため
の一般名

ガイダンス作成 6月中旬（期限）

CDRの副生成物
の調整規則作成

提案規則 6月中旬（期限）

代替試験手法戦
略

戦略の公表 6月中旬（期限）

CBI

セクション6

初期リスク評価

アクティブリスト公表から一年後（期限）



EPAとNITEのつながり 

• EPAとの書簡の取り交わし 

http://www.nite.go.jp/chem/kanren/kanren_epa.html 

 

• 定期的な電話会議による情報交換 

 

• 職員研修 

約１年間OPPTで研修 
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I. 欧米諸国における化学物質管理 

4. 欧州の化学物質管理 
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EUの化学物質管理の歴史 

• 1980年代より既存物質と新規化学物質（ 1981年以
降に市場に出された物質）に分類し規制 

– 既存化学物質の毒性データは要求不要 

• 1993年 既存化学物質規制法(Existing Substances 
Regulation)採択 

– 政府に、141種の既存物質に安全性評価を実施。
しかし、50種以下。 

– 行政側が規制措置の妥当性を事業者に証明す
る必要 

– 他のEU加盟国との調整に時間を必要 

  
27 



REACHの始まり 

2001年 EC白書”将来の化学物質政策に関する白書” 

– ｢予防の原則(18)｣に基づき､人の健康と環境を高度なレベ
ルで確実に保護 

– 化学物質のリスク評価の責任を政府から産業界に移行 

2003年 ＲＥＡＣＨ提案、2006年採択、2007年6月施行 

2007年 欧州化学品庁（ECHA）設立 

2008年 REACH本格運用開始 

REACH: Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals 
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REACH規則 

ＲＥＡＣＨ規則 

欧州連合（２７カ国）における化学品の登録(Registration)・評
価(Evaluation)・認可(Authorisation)及び制限(Restriction)に
関する規則 

 

目的 

− 人の健康と環境の高レベルの保護 

− EU市場での物質の自由な流通の確保 

− EU化学産業の競争力と革新の強化 

− 物質のハザード評価の代替手法の開発を促進 

− ＷＳＳＤ２０２０年目標の達成することを目的 
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ＲＥＡＣＨの概要 

• 新規化学物質と既存化学物質を同一の枠組で規制（登録等） 

• 危険性が証明された物質の規制から安全性が証明できない物
質の規制へ 

• リスク評価の実施を産業界に移行（川上のみならず川下にも） 

• 成形品（article）中に含まれる化学物質の登録を義務付け 

– 化学物質を使う産業まで対象 

• 事業者・用途毎に登録 

– 登録用途以外の使い方ができない 

• 発がん性などの懸念が極めて高い化学物質については、用途
毎に市場での販売や使用を認可するシステムを導入 
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ＲＥＡＣＨの概要 

登録
（Registration） 

・事業者毎に物質を登録 

・成形品中の意図的放出物
質も対象 

・試験データの共有  

認可
（Authorization） 

・人・環境の懸念が大きい物
質の中から選定 

・原則販売禁止、用途毎に
個別に認可 

・代替可能性・計画が必要 

評価 

（Evaluation） 

・当局による登録情報の
確認、評価 

・必要に応じて産業界に
追加情報を要請 

制限 

（Restriction） 

・人・環境に許容しがたい
リスクがある場合に制限
（禁止、特定用途・条件付
き許可） 

 

２００７年６月 REACH施行 

２００８年６月 本格運用開始 

2008年6月～12月 予備登録 

2010年11月 1000t/年以上の登
   録期限 

2013年5月 100t/年以上の登録
   期限 

2018年5月 1t/年以上の登録期
       限 

 

＊段階的導入期限を適用するに
は予備登録が必要 

2016年5月までに 

約55,000の登録文書が 

提出された 
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ECHAとの協力関係 

2011年6月 ECHAと日本（経済産業省、厚生労働省、環
境省、NITE）が協力文書Statement of Intent 
(SoI)を締結 

2014年12月 Rolling Work Plan (RWP)の終了 
⇒昨年、2015-2018 RWPの合意 

 

• 双方の化学物質管理制度の施行状況、 

• ハザード評価、リスク評価手法、 

• 互いのデータベース（ＩＴツール）、 に関する情報交換
など 

http://www.nite.go.jp/chem/kanren/echa-soi.html 
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ECHAとの会合 

○2012年3月 ECHAを訪問し意見交換 

– REACHの運用体制 

– 化学物質の管理、評価 

– 物質同定 

– ナノ政策 

– 化学物質データベース など 
 

○2014年1月、2015年4月 

日本にECHA事務局長が来日し、3省＋NITEと意見交換を実施 
 

○2013年7月、2014年10月、2016年2月 

日EU産業政策対話化学品WGを実施 

（日：METI+NITE（第2回から）、EU：EU＋ECHA） 
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参考情報 

• OECD環境保健安全プログラム 

http://www.oecd.org/env/ehs/organisationoftheenv
ironmenthealthandsafetyprogramme.htm 

• TSCA  

https://www.epa.gov/chemicals-under-tsca 

• ECHA 

http://echa.europa.eu/ 

34 

http://www.oecd.org/env/ehs/organisationoftheenvironmenthealthandsafetyprogramme.htm
http://www.oecd.org/env/ehs/organisationoftheenvironmenthealthandsafetyprogramme.htm
http://www.oecd.org/env/ehs/organisationoftheenvironmenthealthandsafetyprogramme.htm
http://www.oecd.org/env/ehs/organisationoftheenvironmenthealthandsafetyprogramme.htm
https://www.epa.gov/chemicals-under-tsca
https://www.epa.gov/chemicals-under-tsca
https://www.epa.gov/chemicals-under-tsca
https://www.epa.gov/chemicals-under-tsca
https://www.epa.gov/chemicals-under-tsca
https://www.epa.gov/chemicals-under-tsca
http://echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/


II. 化学物質管理におけるアジアとの
協力 

1. アジア協力の背景 
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アジアにおける化学物質管理制度の最近の動向 

○ＷＳＳＤの２０２０年目標「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」に
向けて、アジア各国でも、化学物質管理制度の構築が進展。 

○ 韓国：化学物質登録及び評価等に関する法律（2013年5月成立、2015年1月1日施行） 
 新規化学物質及び1トン以上の既存化学物質の製造・輸入・販売量の報告及び新規化学物質及び政府に
より選定された既存化学物質の有害性情報等の登録制度。 
 

○ 中国：新化学物質環境管理弁法改正（2010年10月施行） 

 新規化学物質のリスク分類管理、申告・登録及び追跡管理制度。2013年3月より危険化学品の環境リス
ク評価の実施を求める化学品環境管理登記弁法（試行）が施行されているが、2016年7月に廃止された。 
 

○ 台湾：毒性化学物質管理法改正（2014年12月11日施行）/職業安全衛生法（2015年1月1日施行） 

 新規化学物質の登録制度実施。数量の多い物質に対して、リスク評価を求めている。 
 

○ マレーシア： Environmentally Hazardous Substances（EHS） 登録制度 
 任意に産業界からEHSの情報を収集。 情報をもとに、リスク評価が必要な化学物質を同定するための
Malaysian Chemical Registerを作成予定。 分類表示に関するCLASS2013（規則）も発効。 
 

○ ベトナム：化学品法（2007年11月公布、2009年7月施行） 
 製造輸入量の報告制度（対象物質は政府により選定）や新規化学物質の登記（未実施）を導入した包括
的な化学品法を制定。 
 

○ タイ：2011年4月、化学物質管理にかかる第4次National Strategic Plan（2012-2021）策定、 

     2015年2月有害物質管理法改正（既存物質の事故分類及び届出制度を追加） 
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 持続可能な開発に関する世界首脳会議
（WSSD,2020年）目標の実現  
 

• 科学的なリスク評価及びリスク管理により、2020年までに化
学物質の人・環境への著しい悪影響を最小化 

 

 アジアにおける化学物質管理制度の相互調和の
推進 
 

• 有害性情報をアジア域内で共有し、共通基盤化する 
• 各国制度を調和させることによって、効果的な化学物質管理を

実現 

アジアン・サステイナブル・ケミカル・セーフティ構想 

背景 
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アジアン・サステイナブル・ケミカル・セーフティ構想 

  

日ASEAN化学物質管理データベースの構築 
• 日ASEAN経済大臣会合の合意を踏まえ、日ASEAN経済産業協

力委員会（AMEICC)化学ワーキンググルーブ（WG-CI)の下
で、化学物質管理データベースの構築 

• 2016年4月28日より、NITEにて正式版運用開始 
 

METIによる、化学物質管理制度の強化に向けた
2国間協力文書（MOC）の締結 
 

NITEによる、化学物質管理分野における情報交
換や協力に向けた2国間協力文書(MOU)の締結 

取組実績 
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第16回 日ASEAN経済大臣会合  
     (26 August 2010, Da Nang, Viet Nam) 

  JOINT MEDIA STATEMENT :  

    Asian Sustainable Chemical Safety Plan  

      8. The Ministers expressed appreciation on Japan’s commitment to promote the 
“Asian Sustainable Chemical Safety” Plan. The technical cooperation on 
personnel training and ERIA research on chemical management system in ASEAN 
and East Asia would contribute in developing sustainable society in the region.  

 
第13回 日ASEAN首脳会議 

(29 October 2010, Hanoi, Viet Nam) 
   Chairman’s Statement :  

   12.  We reiterated the importance of sustainable development, including energy 
efficiency and energy conservation for sustainable development and in this 
regard appreciated Japan’s initiatives such as the Smart Community Initiative, 
the Asian Sustainable Chemical Safety Plan. 

アジアン・サステイナブル・ケミカル・セーフティ構想 

ASEANの反応 



（出典）日本化学工業協会「Chemical Industry of Japan 2015」 

（億円） 

60% 

69% 

化学品の輸出先 

 我が国企業にとって、アジア地域は化学品をはじめとす
る各種製品の主要な輸出市場 

 アジアのシェアは約76%（2014年） 
 同時に、生産・分業拠点として、我が国製造業のサプラ
イチェーンの重要な役割を担っている。 

61% 

（出典）通商白書2014 

75% 

アジア地域の重要性 

76% 

現地法人の推移 
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○公害訴訟の発生により、環境管理で優良な日系企業も活動に制約 
• タイでは、南西部のマプタプット工業団地において、二酸化硫黄や重金属の排出
による公害訴訟が発生。2009年6月住民グループが企業活動の停止を求めて提訴。 

• 2009年9月、中央行政裁判所は企業に対して事業停止の仮処分（同年12月、最高
裁も一部を除き当該仮処分を支持） 

• その結果、当時、日系企業8社が操業停止状態になり、日本政府は有害物質を排
出していない日系企業が事業を開始できるようタイの憲法の規制対象である「健
康に影響のある事業」の定義の明確化をタイ政府に早急に要請。 

化学物質管理制度の未構築→日系進出企業の安定操業に脅威 

○規制が不透明/未運用なことにより、担当官の裁量で措置が決定 
• ベトナムでは突然新たな規制が導入される事があり、一時的に多くの企業が違法
状態になるが、日系企業だけが環境警察に査察に入られ指導を受けるというケー
スあり。 

• また、例えば、当該地域にはライセンスを持つ運送業者が存在しないにも関わら
ず「特定の化学物質の輸送にはライセンスを所有した業者のみが可能」という制
度が突然発効するなど、遵守しようとすれば操業を一時停止しなければならない
ケースがある一方、政府担当官の裁量で穏便に解決されるケースもあり。 

タ
イ
・
マ
プ
タ
プ
ッ
ト
事
件 

ベ
ト
ナ
ム
日
系
企
業
の
声 

アジア制度構築支援の必要性 
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II. 化学物質管理におけるアジアとの
協力 

2. 日ASEAN化学物質管理データベース 
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ASEAN-Japan Chemical Safety Database概要 

URL http://www.ajcsd.org/ 

言語 
英語 

日本及びASEAN各国言語 (トップページの検索画面のみ) 

運用期間 
試行版：2015年4月6日～ 

正式版：2016年4月28日公開 

運用機関 NITE：製品評価技術基盤機構 （正式版運用から） 

開発元 AMEICC WG-CI（日ASEAN経済産業協力委員会 化学産業専門家会合） 

そのほか 
日ASEAN経済大臣（AEM-METI）会合共同声明において歓

迎・期待 http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/east_asia/event/  

AJCSD 

AMEICC WG-CI: AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee Working Group on Chemical Industry 

1999年設立。日本およびASEAN各国の官民の代表者から構成。AMEICC全体会合でカバーできないことを議論するための作業部会のひとつとして発足。
目的は日ASEANにおける化学産業の相互理解と健全な発展の促進（環境問題、保安防災、労働安全、化学品安全等） 

AEM-METI:  ASEAN Economic Ministers (AEM) and the Minister for Economy, Trade and Industry (METI) of Japan 

日本とASEANとの間の経済連携や協力などを議論する場。具体的な内容は高級経済事務レベル会合(SEOM)で議論した後、AEM-METIで方向性が決
定され、日ASEAN首脳会議で報告される。決定事項の具体的な実施はAEM-METIの下部組織であるAMEICCが担う  

43 

日本とASEAN各国が共同で構築したデータベースです。 
NITEが運用機関となって、2016年4月28日より正式に運用しています。 

http://www.ajcsd.org/
http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/east_asia/event/
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AMEICCとは ? 
日 ASEAN 

（Reference）AEM-METI Joint Ministerial Declaration（30th Aug.,2012 Cambodia）  

 11．・・・The Ministers welcomed the progress of cooperation on chemicals by AMEICC Working Group on Chemical 
Industry (WG-CI), specifically the decision to develop a prototype database with willing ASEAN Member States and 
Japan, and appreciate further efforts to enhance economic integration through AMEICC WG-CI. 

参考資料 



 

 

 
THE TWENTY-SECOND AEM–METI CONSULTATIONS 

6 August 2016, Vientiane, Lao PDR 

JOINT MEDIA STATEMENT 

 

7. The Ministers welcomed the progress of the activities undertaken by AMEICC in various 

areas, including (i) industrial human resources development, through assisting young people in 

Asia in improving their technical skills and acquiring knowledge in the next three years as well as 

providing capacity building in mutually agreed areas; ii) support SMEs development through 

financing, which includes improving SME financing for AMS as appropriate iii) Mekong 

industrial development through the “Mekong Industrial Development Vision 2015–2020”; iv) 

AMEICC’s WG activities, in particular, the launch of full operation of AJCSD under 

AMEICC WG-CI. The ASEAN Economic Ministers expressed their appreciation to Japan 

for its continuous support to ASEAN economic development. 

 

参考資料 

日ASEAN経済大臣（AEM-METI）会合共同声明 

                （2016年8月） 
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目標 

日本とASEANの各国規制情報を共有および公開する

ことを通じて、透明性を高め化学物質の安全性にかか
るコンプライアンスリスクを低減する 

貿易の促進と持続可能な 

化学物質管理を実現 

（TORより抜粋）To enhance transparency and reduce compliance risk on 
the chemical safety through sharing and disclosure of national 
regulatory information of the Member Countries (ASEAN and Japan) 
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年度 検討内容等 NITEの貢献 

２０１０ 
ERIAの研究「２０２０年目標を念頭に置いた化学物

質管理システムの経済性評価」で、有害性情報を
共有するためのデータベースの必要性が提起。 

（不参加） 

２０１１ 
ERIAの研究プロジェクト「ASEAN 化学品安全情報

センターの研究」で、データベースのコンセプト、コ
ンテンツ、データ管理システムを提案。 

参考事例としてCHRIP
を紹介。 

２０１２ AMEICC化学産業ワーキンググループへの報告。 （オブザーバー参加） 

２０１３ 
ワークショップ開催。データベースの機能及びコン
テンツ、フォーマットの検討等。 

データベース構築に
関して技術的な助言。 

２０１４ 
ワークショップ開催。名称変更の合意、データ収集、
プロトタイプの開発、TORの検討等。 

データベース運用に
必要な条件を提示。 

２０１５ プロトタイプの公開。TORの採択。 

２０１６ CHRIPの一機能としての本格運用開始。 

日ASEAN化学物質管理データベース 
（経緯とNITEの貢献） 



ERIA: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia  （東アジア・

ASEAN経済研究センター） 

設立：2008年 

参加：ASEAN 10 + 日本、中国、韓国、インド、豪、ニュージーランド 

目的：東アジアの経済統合に資する政策 

     研究および政策提言活動を実施 

３つの柱： 

ERIAとは？ 

参考資料 
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3東アジア経済統合推進への知的貢献

東アジア・アセアン
経済研究センター

(ERIA)
研究機関

シンクタンク
国際機関

政府機関等

ASEAN（事務局）

トップダウンで指示

東アジアサミット

ビジョン、政策を提言

ASEANの役割を支援

産業界
域内

各国政府

 経済統合の深化 

 経済格差の是正 

 持続的経済発展 
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特徴/メリット 

1. 日本及びASEAN各国から直接提供された化学物質関

連規制情報を共通の基盤で公開・共有 

 コンプライアンスリスクの軽減（産業界向け） 

 各国政府の協力による適切な更新を実現 

2. 簡単にアクセスでき、無料 

3. サンプルSDSとGHS分類結果も入手可能 

4. 多言語検索画面は、日本語及びASEAN各国語対応。 

5. NITE-CHRIPと機能、サーバー、日本のデータを共有。 
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II. 化学物質管理におけるアジアとの
協力 

3. 2国間協力等 
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二国間協力等 
（ベトナム・タイ） 
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 相手国政府機関（ベトナム：化学品庁、タイ：工業省工場局）との間でワー
クショップを開催 

 

 化学物質のインベントリ作成、化学物質データベースの構築やリスク評
価手法について、日本政府やNITEの経験や知見を共有 

 

 相手国政府機関との政策対話を年に1回実施 

 

 協力活動の進捗をレビューするとともに、今後の活動方針を協議 

科学的リスク評価に基づく効率的な化学物質管理制度の構築
を支援するため、人材育成や技術協力、定期的な二国間政策
対話の設置を規定した二国間協力協定（MOC）の締結 



①ベトナム 
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〈締結日〉 
 2012年7月15日 
 2015年7月3日（renewal) 
 
〈署名者〉 
 日本側：経済産業省大臣 
 ベトナム側：商工省大臣 
 
〈協力内容〉 
 インベントリ・データベース作成に係る技術的な経験や知見を共有 
 化審法等の化学物質リストの提供 
 GHS混合物分類ツールのベトナム語版提供 
 NITEにおけるデータベース研修実施 
 JICA技術プロジェクトへの助言 

 

ベトナム（商工省ベトナム化学品庁） 



所管官庁：商工省化学品庁（VINACHEMIA） 

施行日：2009年7月1日 

目 的： 危険化学品の安全管理および事故防止対策の強化 

対象物質 ：  

危険化学品：爆発性、強酸化性、高腐食性、可燃性、急性毒性、慢性毒性、人刺激性、発がん性（可能性含む。）、変異原性、生殖

毒性、生物蓄積、難分解性有機物汚染、環境毒性の特性を１以上持つ化学品 

毒性化学品：上記特性のうち、健康危害および環境危害の特性を１以上持つ危険化学品 

新規化学品：国家化学品リスト及び政府認可の国際的化学品リストに未収

載の化学品 

国家化学品リスト及び国家化学品情報データベース(55条) 

政府は、国家化学品リスト及び国家化学品情報データベースの作成・公布 

化学品法 
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②タイ 
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〈締結日〉 
 2012年8月30日 
 2015年12月22日(renewal) 
 
〈署名者〉 
 日本側：経済産業省製造産業局審議官 
 タイ側：工業省工場局長 
 
〈協力内容〉 
 化審法リスク評価手法等の技術的な経験や 
  知見を共有 
 リスク評価に関するパンフレット等の提供 
 ・・・ 

 
 
 

   タイ（工業省工場局） 



所管官庁：工業省工場局(DIW)、農業・協同組合省農学局(DOA)、
畜産局(DOL)、水産局(DOF)、厚生省食品・薬品管理局(FDA)、エネ
ルギー省エネルギー事業局(DEB) 
 

有害物質：１０種類の有害性（爆発性、可燃性、酸化物・過酸化物、有毒物、病原性物質、放射性物質、遺伝子変

異の原因となる物質、腐食性物質、刺激性物質、化学物質であるかそれ以外かを問わず人・動物・植物・財産に危害を及ぼす他の物質）に分

類される物質。その毒性と必要な管理レベルから、第1種から第4

種有害物質に分類される。 

 第1種：定められた基準、方法に従い、製造、輸入、輸出、保有されなければならない有害物質 

 第2種：係官に届出た上で、定められた基準、方法に従い、製造、輸入、輸出、保有されなければならない有害物質 

 第3種：許可を得た上で、製造、輸入、輸出、保有されなければならない有害物質 

 第4種：人、動物、植物、財産、環境への危険を予防阻止するために、製造、輸入、輸出、保有を禁止する有害
物質 

リスト改正：2015年2月にリスト5.6を新設 

有害物質法 
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有害物質法における管理スキーム 
R
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E
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N
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2015.2.19～ 

Controlled by 
Hazardous 

substance Act 
(1,585 items)  

Controlled by 
specific Law  

HS Type 1 

HS Type 2 

HS Type 3 

HS Type 4 

RESTRICTED 
USE 

AUTHORIZATION 

National 
Chemical 
Inventory 

Substances  
controlled by 
characteristic 

 Notify  
( >1 mt) 

 
Evaluation 

 

Classification 

Existing 

Chemical List 

Responsible 

Agencies 

Production/Import 58 
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二国間協力等 
（韓国・台湾） 

化学物質管理に係る情報交換 
及び協力に関する覚書（MOU） 

・法施行支援機関とのネットワーク形成を図りつつ、CHRIPを通じた情報提供に
より事業者の利便性の向上を図る。 
・法施行の細則に関する情報提供等を通じ、制度間の親和性の向上に貢献する。 



③ 韓国 
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韓国 
締結日 2014年9月24日 

場所 韓国ソウル 

署名者 
日本側：NITE化学物質管理センター所長 

韓国側：KCMA理事長 

韓国化学物質管理協会 

 2015年10月定期会合@東京 
 韓国ARECsやCCA、日本の化審

法等に関する進捗共有/意見交
換を実施 

 韓国の規制物質リストをNITE-
CHRIPに収載 
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韓国の化学物質管理制度の改正 
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旧法：有害化学物質管理法 
(Toxic Chemicals Control Act; TCCA) 

 

～2014年12月31日 

化学物質の登録および評価等に 
関する法律 （ARECs） 

施行日：2015年1月1日 

化学物質の登録、審査・評価をとおして 
有害化学物質を指定  

化学物質に関する情報の活用により、 
人健康及び環境保護 

化学物質管理法 （Chemicals Control 
Act; CCA） 

施行日：2015年1月1日 

韓国REACHで指定された 
有害化学物質の監視・管理 

化学物質事故への対応による、 
人健康及び環境保護 

http://www.chemnavi.or.kr/spkreach/archives.asp 



化学物質管理スキーム 

化評法 (ARECs) 化学物質管理法（CCA） 

登録対象既存
化学物質 

(510物質) 

新規化学物質 

制限物質 

許可物質 

禁止物質 

有毒物質 

禁止物質 

許可物質 

制限物質 

有毒物質 

事故警戒物
質 

有害化学物質 

営業許可対象 

年間1トン以上 

年間10トン以上 

審査・評価・規制物質の指定を規定 規制物質の「管理」を規定 
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報告 登録 

有害性審
査 

リスク評価 

既存化学物
質 



④ 台湾 
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台湾 
締結日 2015年3月26日 

場所 日本東京 

署名者 日本側：NITE化学物質管理センター所長 

台湾側：SAHTECH理事長 

65 

台湾安全衛生技術センター 

 署名式に合わせて、日本企業に向けたセ
ミナーを開催 

 2016年3月定期会合@台湾 

 台湾職業安全衛生法や毒性化学物質管
理法、日本の化審法等に関する進捗共
有/意見交換を実施 

 日本産業界からの意見を集約し、直接台
湾SAHTECHに確認 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Flag_of_the_Republic_of_China.svg


職業安全衛生法 
 （Occupational Safety and Health Act） 

毒性化学物質管理法 
（Toxic Chemical Substance Control Act） 

改正法 

公布日 
2013年7月3日 2013年12月11日 

施行日 2015年1月1日 
（第一段階施行） 

2013年12月11日 
（修正条文は2014年12月11日施行） 

所管官庁 行政院労働部 
 （Ministry of Labor, MOL） 

行政院環境保護署 
（Environmental Protection Administration, EPA） 

目 的 
労働災害の防止および労働者 

安全衛生の保護 

毒性化学物質による環境汚染 

および人の健康被害の防止 

対象化学品 

新規化学物質 

管制性化学物質 

優先管理化学物質 

危害性化学物質 

第1類 （難分解、蓄積性、環境汚染) 

第2類 （CMR、慢性毒性） 

第3類 （急性毒性） 

第4類 （健康・環境への影響懸念物質） 

新規化学物質 

既存化学物質 

台湾での化学品管理 

新たに追加!! 

66 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Flag_of_the_Republic_of_China.svg


職業安全衛生法の概要 

既存化学物
質の情報提
供(ECN, S-
ECN, SS-ECN) 

新規化学物
質の登録 

GHS  
分類及びラベル表

示 

優先管理化学
物質の報告 

管制性化学物
質の許可 

コントロール
バンディング 

既存化
学物質
インベン

トリ
（TCSI） 

評価 

（CSR作成） 

有害性の確認 

リスク評価 

規制化学物
質 

主な管理手法 

67 
出典：NITEと台湾SAHTECHとのMOU調印記念セミナー資料 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Flag_of_the_Republic_of_China.svg


毒物化学物質管理法の概要 
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Existing Chemical Substances 
(Chemical substances listed in TCSI) 

Annual quantity 100kg or more 
Phase 1 Registration  

Phase-in Standard 
Registration of the 

Designated Chemicals  

 Manufacturing or import to be granted  when the registration is approved 

Designated Chemical 
substances based on the 

prioritization process 

New Chemical Substances 
(Chemical substances  not included in TCSI) 

Exempted from 
registration 

Small 
Quantity 

Registration 

Standard 
Registration 

90 days prior to 
manufacture 
and import 

Assessment and  attaching conditions in 
granting permission of registration 

Special chemical 
types and usages  

Management of other 
competent authority in 

charge of subject 
industry 

Toxic Chemical Screening 
Process 

Simplified 
Registration 

Action of the competent 
authority 

Action of the registrants 

Existing chemical 
nomination 

出典：NITEと台湾SAHTECHとのMOU調印記念セミナー資料 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Flag_of_the_Republic_of_China.svg


ご清聴ありがとうございました。 

CHRIP :化学物質総合情報提供システム 
http://www.safe.nite.go.jp/japan/db.html 

http://www.safe.nite.go.jp/japan/db.html
http://www.safe.nite.go.jp/japan/db.html

