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１．国際的な化学物質管理 



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：約3万*、米国TSCA: 約8～9万、欧州
REACH：約11万） 

– 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 

※官報公示整理番号（いわゆるMITI番号）ベースの物質数。 
 

4 



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 

ＷＳＳＤ２０２０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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２．OECDの化学品安全 
プログラム 



ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）とは 
 1961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、チリ、トルコなどの新興国、計35カ国が加盟 

OECD組織図 理事会 

事務局 委員会 

決定や勧告等の最高意思決定を実施 
各国閣僚やOECD大使で構成 

各国の代表者により各分野の議論
を実施。約250の委員会がある。 

理事会・委員会の
事務局を担当。 
事務総長（理事会） 
12の部局（委員会） 
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http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000038671.pdf


化学物質管理に関するOECDの組織 

環境政策委員会（EPOC）  
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（WP） 

有害性評価作業部会（WP）  

（QSAR、eChemPortal、IUCLID、
UVCB、IATAなど）    

暴露評価作業部会（WP） 

テストガイドライン作業グループ
（WG） 

ＧＬＰ作業グループ（WG） 

新規食料･飼料の安全作業グ
ループ（WG） 

バイオサイド作業グループ（WG） 

PRTR作業グループ（WG） 

化学事故作業グループ（WG） 

農薬作業グループ（WG） 

化学品・農薬・バイオテクノロジーWP 

バイオテクノロジーの規制監督
の調和作業グループ（WG） 
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化学品・農薬・バイオテクノロジー作業部
会に公式に付属する下部組織 

化学品委員会に公式に付属する下
部組織 

2017/1/1～WPかWGに統一 

青字： 
ＮＩＴＥが関与 



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 （CoCAP） 

• QSAR、eChemPotal、IUCLID 

• UVCBs(Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction 

products or Biological materials ) キャラクタリゼーション 

• Integrated Approaches to Testing and Assessment (IATA)、
子どもへの影響 

有害性評価 

• 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 

• Adverse Outcome Pathway (AOP) 

• Defined approach(DA) 

テストガイド
ライン 
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2016/2の合同会合でOECDの枠組みから外れ、 

関心国（日、米、豪、加）で引き続き協力予定 

IATA（統合的な評価アプローチ）のケーススタディ
として、NITEが作成した２件もOECDから公表※ 

※http://www.oecd.org/chemicalsafety/iata-integrated-approaches-to-testing-and-assessment.htm 



NITE化学センターが関わる 
サブプログラムの詳細２ 

• 排出推計手法の改善・検討 

• 各国PRTR制度の比較・政策の情報共有 

• PRTRデータの活用 
ＰＲＴＲ 

• 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 

• MAD (Mutual Acceptance of Data)加盟国同士による
OECD GLP原則への適合評価 

• MAD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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NITEが提案・リードをした、ESDsとSpERCsのに関し
てのマトリックスプロジェクト※の文書が公表。 

※．用途カテゴリの国際整合性を踏まえ日本が主導したテーマ。用途カテゴリをベースにESDs, SpERCsの相違等を議論した。 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2018)30&doclanguage=en 



OECDの2017～2020の事業計画について 

2015年6月の第53回合同会合で合意 

Ⅰ．知識と情報の提供 有害性や暴露評価方法（代替法）、ナノ、
ＰＦＣ、内分泌攪乱、届出や報告ツール 

Ⅱ．ガバナンスに係る支援（OECD理事
会の法的文書の実施） 

ＴＧ、ＧＬＰ、ＭＡＤ、化学物質管理措
置のﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ評価法、費用便益評価法 

Ⅲ．能力開発のための支援 eChemPortal、成果物の普及 

Ⅳ．リスク削減の促進 代替物質の意思決定支援ツール、リスク削
減、持続可能性 

Ⅴ．農薬及びバイオサイドに係る評価・管
理・違法取引との戦いのための手段の開発 

農薬、バイオサイド 

Ⅵ．事業所及び製品からの有害化学物質
の排出に立ち向かう国を支援するための手
段の開発 

化学事故、ＰＲＴＲ 

Ⅶ．モダン・バイオテクノロジー製品の安全
の規制監督の調和に係る支援のための手
段の開発 

環境安全、ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ、食品及び飼料
の安全 
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（参考） 



主な議題 

• テストガイドラインの採択についてのＪＭへの権限委譲 

• 既存化学物質の共同調査・リスク削減に関する理事会
決定・勧告の改正 

• PRTR実施に関する理事会勧告の改正 

• ＳＡＩＣＭの実施並びに２０２０年以降の化学物質及び廃
棄物の適正管理におけるＯＥＣＤの役割の整理 

• メンバー国からの最近の動き 

 →日本の化審法改正とその成果等について経済産業省
よりプレゼンを実施。 

OECDの直近の活動について 

2018年2月6日～ 2月8日 第５７回化学品合同会合（パリ） 
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（参考） 



３．米国の化学物質管理 



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（有害物質規制法）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 

2016年 • TSCA改正（2016/6/22） 
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改正前の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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改正TSCAの概要 
～The Frank R. Lautenberg Chemical Safety  

for the 21st Century Act～ 

• 2016年6月22日、オバマ大統領の署名により、即日施行 
 

• 人や環境に不当なリスクを呈する化学物質のリスク管理を加速す
るために、ＥＰＡ長官の権限を強化 

 

主な改正点： 

• 新規化学物質登録（PMN）審査の厳格化 

• インベントリの見直し 

• 優先付けの上、リスク評価の実施 

• Pre-emption（連邦法に矛盾する州法を無効にすること） 

• CBIの適用厳格化 

• 動物試験低減に向けた検討の実施 
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新規物
質 

既存物質 インベントリ CBI その他 

改正
(2016/
6/22) 

全てに適
用 

-作成中§6規則やリスク評価への新基
準の適用 

-物質アイデンティ
ティに対するCBI請
求は、90日以内に
レビュー 

6ヶ月 
(2016/
12/22) 

-リスク評価最初の10物質を公表 
-**規則案：優先順位付け規則 
-**規則案：リスク評価規則 

-規則案：インベント
リリセット 

-**規則案：
費用 

1年 
(2017/
6/22) 

-最終規則：優先順位付け 
-最終規則：リスク評価規則 
-10物質のリスク評価のスコープ公表 

-最終規則：インベ
ントリリセット 

-**最終規
則：費用 

2年 
(2018/
6/22) 

-規則案：副生成物の届出 2.5年 
-アクティブ/インアク
ティブ物質の届出 

2.5年 
-CBI根拠に関する
ルール 

-戦略計画：
動物代替手
法の促進 

3年 
(2019/
6/22) 

3.5年 
-常時、20物質のリスク評価を実施 
-低優先物質20物質を指定 
-規則案：PBT5物質 
-最終規則：副生成物の届出 

3.5年 
-アクティブ物質の物
質IDに対するCBI
請求 

5年 
(2021/
6/22) 

4.5年 
-最終規則：PBTs物質 

-アクティブ物質の物
質IDに対する全て
のCBI請求のレ
ビュー完了 

-議会への報
告：動物代
替手法の実施
について 

改正TSCA対応のマイルストーン 

EPAのウェビナー（https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-06/documents/june_30_webinar_ppt.pdf）から一部抜粋 
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**法的な期限ではない 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-06/documents/june_30_webinar_ppt.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-06/documents/june_30_webinar_ppt.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-06/documents/june_30_webinar_ppt.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-06/documents/june_30_webinar_ppt.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-06/documents/june_30_webinar_ppt.pdf


改正TSCAの概要とEPA業務への影響 
～新規物質の事前審査～ 

化学物質の新規審査： 
• 新規物質の製造・輸入時は、Pre-Manufacture Notice（PMN）を届出。EPAが事

前審査。 
 

変更点： 
• これまでは、リスク（の懸念）がある物質のみ判断 
• 改正TSCAにより、「十分な情報がなく評価できないもの」、「おそらく許容できないリスクはな

いもの」という判定カテゴリーが追加 
 

新カテゴリー： 
 ①     許容できないリスクがあるもの ⇒Sec.6規制、SNUR等 
 ②     許容できないリスクがあるかもしれない ⇒同意指令等 
 ③     製造量が多いもの ⇒同意指令等 
 ④     十分な情報がなく評価できないもの ⇒同意指令等 
 ⑤     許容できないリスクがあるとはいえないもの 
 

EPAの対応： 
・TSCA改正前に提出され、審査中であったPMNも全て改正TSCAのルールが適用。 
・④十分な情報がなく、同意指令が急増。 
 →未処理案件が大量に発生していたが、2017年にほぼ解消。 
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改正TSCAの概要とEPA業務への影響 
～インベントリリセット～ 

TSCAインベントリ： 
• 1975年1月1日以降、米国内で製造・輸入・加工された物
質を収載。 

• PMN審査後、製造前届出（NOC）が提出されると、インベ
ントリに収載され、既存化学物質となる。 

• およそ86000件が収載されている。 
 

Frank R. Lautenberg法での要求： 
• インベントリ収載物質を、US市場においてアクティブな物質か
非アクティブな物質かに分類する。 

• アクティブ物質とは、直近10年間で米国内で製造・輸入・加
工実績あり。→優先順位づけに活用。 

• アクティブ物質届出に係る最終規則を、2017年6月22日ま
でに公表する。 
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改正TSCAの概要とEPA業務への影響 
～インベントリリセット～ 
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規則の概要： 
インベントリリセット 
• 過去10年間に製造した物質を届出。届出義務は製造事業者。（加工事業者
もボランタリーに届出することは可能。）  

• インアクティブ物質に指定されると、有効日以降にその物質は使用禁止 
• 以下の届出によりEPAにすでに届出している場合は、再度の届出不要  

– 2012年CDR、2016年CDR 
– 2006年6月21日-2016年6月21日の間に（NOCの届出により）インベントリに収載
された物質  

– 2016年6月22日以降にインベントリに収載された新規化学物質   

• 製造事業者の届出期限は、180日。加工事業者が届出する場合は、420
日。  

• これにより、加工事業者は、暫定インベントリが公表されてから、製造事業者が届け
出ていないと判明した物質のみ届出を行うことが可能に。  

  
インベントリリセット後の届出  
• EPAの最終的なアクティブ／インアクティブ物質指定が有効となった日から開始 
• 製造・加工予定日より90日前までに届出しなければならない。  



改正TSCAの概要とEPA業務への影響 
～インベントリリセット～ 

スケジュール： 

• 2017年1月13日：規則案公表、パブコメ開始 

• 2017年3月14日：パブコメ終了 

• 2017年6月20日頃：EPAウェブサイトで最終規則公表 

• 2017年8月11日：アクティブ物質届出開始（製造業
者：180日、加工業者：420日） 

• 2018年2月7日：製造業者の届出終了 

• 2018年4月12日：アクティブ物質の暫定リスト公開
（アクティブ38000件） 

• 2018年10月5日：加工業者の届出終了 

• ・・・・・・・・・・・・・：アクティブインベントリの公表 
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改正TSCAの概要とEPA業務への影響 
～リスク評価～ 

Frank R. Lautenberg法での要求： 

• 2017年6月22日までに、リスクベースのスクリー
ニングプロセスと、リスク評価のプロセスを定め
る規則を作成。 

• 180日以内に、最初にリスク評価を実施する10
物質を選定し、公表。 

• 3.5年以内に優先度”高”と”低”の物質をそれぞ
れ20物質ずつ指定。 

• 1物質リスク評価が完了すると、少なくとも1物質
優先度”高”を指定。 
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リスク評価プロセスと対応状況 

優先度”低” 
物質の指定 

優先度”高” 
物質の指定 

許容できない 

リスクあり 
と判断 

許容できない 

リスクなし 
と判断 

許容できない 

リスクを取り除く

規制措置 

優先順位付け 

リスク評価 

リスク管理 
 

10物質実施中 

TCE、MC、NMP 
最終規則ペンディング 
 

PBT5物質 
規則案作成中 
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TCE：トリクロロエチレン 

MC：メチレンクロライド（塩化メチレン） 
NMP：N-メチルピロリドン 



リスク評価物質の選定 

2018/9/27、EPAが『TSCAに基づくリスク評価の 
次のグループに含める可能性のある化学物質を特定するためのアプローチ』を発表 

長期的アプローチ 
・TSCAアクティブ物質 
 

の中から、 
 

5つの指標におけるスコアを物質ごと
に算出し、そのスコアと物質情報の利
用可能性を軸としたマトリックスより、
優先順位をつける（案）。 
（この手法案に対するパブコメ実施中：
2018年11月15日〆） 

5つの指標： 
・人に対する有害性と暴露の比 
・遺伝毒性 
・生態毒性 
・影響を受けやすい人々の数 
・難分解性/生物蓄積性 

短期的アプローチ 
・2014年Work Plan物質のうち、 
 まだEPAが着手していない73物質 
・Work Plan物質ではない物質 
 

の中から、 
 

パブコメを実施して高優先/低優先物
質となる各20物質を選定。 
（各物質に対するパブコメ実施中：2019
年12月1日〆） 

EPA公式サイト： 

https://www.epa.gov/newsreleases/epa-
takes-first-steps-identifying-next-group-
chemicals-risk-evaluation-under-tsca 
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４．欧州の化学物質管理 



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
（Authorisation） 

・人・環境への懸念が大
きい高懸念物質から選定 

・原則使用が禁止、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 

・加盟国による優先物質
の評価(CoRAP) 

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） 
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欧州連合（２８カ国）における化学品に関する規則 
  経緯 

− 2006年REACH採択 

− 2007年6月施行 

− 2008年本格運用開始 
 

  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  



REACH登録 
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2010 2008 2013 2018 

REACH運用開始！ 
予備登録 

1000t/年以上 
登録期限 

100t/年以上 
登録期限 

1t/年以上 
登録期限 

・中小企業の登録が18％ 
・EU域外の登録が43％（輸入者/OR） 
・期限後も、100件/日ほどの届出がある 
 →手続きなしの遅れの場合は、 
  登録番号付与まで、製造・輸入はできない。 

1～100t/
年の登録 

合計 

登録件数 33,363 88,319 

物質数 11,114 21,551 

ECHAの資料より 



今後の動き 
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ECHA： 
・2019年1月1日から、全登録ドシエ適合性チェック開始 
・試験提案を意図していた登録者に対する、試験実施要否の決定 
・今後事業者がすべきことを示す情報を11月に公開予定 
 

事業者： 
・登録情報の更新（変更がある場合） 
 -製造/輸入数量は変更ないか？ 
 -新しい用途はないか？ など 

 
（参考URL） 

Registration numbers granted to 32 515 REACH 2018 registrations 
https://echa.europa.eu/-/registration-numbers-granted-to-32-515-reach-2018-registrations 

Summary – REACH 2018 deadline 
https://echa.europa.eu/documents/10162/5039569/reach_2018_deadline_statistics_en.pdf
/ecfe225f-caf0-5bad-7c7f-ce57d2c8938f 

Member registrants will start receiving dossier evaluation decisions in 2019 
https://echa.europa.eu/-/member-registrants-will-start-receiving-dossier-evaluation-
decisions-in-2019 
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関係機関とNITEの協力 

【EPA】 
・EPAとの書簡の取り交わし 

https://www.nite.go.jp/chem/kanren/k
anren_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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（参考） 

【OECD】 
・作業部会等への参加における技術的サ
ポート 
・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
（IATA）を担当） 

【ECHA】 
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 

https://www.nite.go.jp/chem/kanren/echa-soi.html 

2014年12月 Rolling Work Plan (RWP)の終了 
⇒2015-2018 RWPを新たに作成・公表 

＜協力内容＞ 

• 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/データベース（ＩＴ
ツール）に関する情報交換など 

https://www.nite.go.jp/chem/kanren/kanren_epa.html
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５．アジア協力について 



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） 
   化評法改正・新法「生活化学製品及び殺生物剤安全管理法」(2018年3月公布、2019年1月施行) 
 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危険化学品環境管理登録弁法が施行されている。 
 

○ 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,指定された既存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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（出典）日本化学工業協会「Chemical Industry of Japan 2016」 

（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74%（2015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 

74% 

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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 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で正式版運用開始 
 

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(AEM-METI)  
     (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 
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（参考） 



６．AJCSDの紹介 



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

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  

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。 
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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 
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参考資料 

日ASEAN経済大臣（AEM-METI）会合共同声明 

                （2016年8月） 

 

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…(iv) AMEICC’s WG activities, in 

particular, the launch of full operation of the ASEAN-Japan Chemical Safety 

Database (AJCSD) under AMEICC WG-CI. The ASEAN Economic Ministers 

expressed their appreciation to Japan for its continuous support to ASEAN 

economic development.” 
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AJCSDの目標 

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 

（Terms of Reference: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。 NITEによる運用 

AJCSD開発・運用に係る検討の経緯 
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ERIAとは？ 

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： 

参考資料 

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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AJCSDの特徴/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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Cambodia 

− Prakas No 110 MIME on Management and Control of Use, Importation, Exportation and 
Distribution of Chemical Substances in Industrial Sector, 2004 

− Law on Management of Strong Acid, 2011 
− Law on Controlling of Drugs, 2012 
− Prakas No 484 ប្រក.កសក, 2012 on The List of Agricultural Pesticides in the Kingdom of 

Cambodia (under the Law on the Management of Pesticides and Fertilizers, 2012, MAFF) New 
− Chemical Substances Control Law (CSCL) 
− Act on Confirmation, etc. of Release Amounts of Specific Chemical Substances in the 

Environment and Promotion of Improvements to the Management Thereof (PRTR) 
− Industrial Safety and Health Act 
− Poisonous and Deleterious Substances Control Law 
− Act on the Prohibition of Chemical Weapons and the Regulation of Specific Chemicals 
− Act on the Protection of the Ozone Layer through the Control of Specified Substances and 

Other Measures  
− Air Pollution Control Law 
− Water Pollution Control Law 
− Soil Contamination Countermeasures Act 
− Law for the Control of Household Products Containing Harmful Substances 

Lao PDR 
− Decision on Substance and Industrial Chemical Management 
− Lis of Banned pesticides in Lao PDR, June 2010 New 

Malaysia 

− Classification, Labeling and Safety Datasheet of Hazardous Chemicals (CLASS) Regulations 
2013 

− Use and Standards of Exposure of Chemicals Hazardous to Health (USECHH) Regulation 2000 
− (Prohibition of Use of Substance) Order 1999 
Following regulation is listed on the AJCSD without chemicals information.  
− (Control of Industrial Major Accident Hazards) Regulations 1996 

Myanmar 

 

− Prevention of Hazard from Chemical & Related Substances Law 
 List of Restricted Chemical 
 List of Prohibited Chemical 

参加国及び規制情報一覧 
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Philippines 

− Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Wastes Control Act 
 Priority Chemical List (Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Wastes Control Act) 
 Chemical Control Orders 
 The Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS) 
 Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 

Singapore − List of regulations and related ministries’ URLs regarding chemical management in Singapore 

Thailand − Hazardous Substances Act  (ANNEX 5.1 Only) Updated 

Viet Nam − Law on Chemicals (Annex I, Appendix I, II, III, IV, V, VI, VII) 

Indonesia 

− Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 74 Year 2001 regarding 

Hazardous and Toxic Materials Management 

− Regulation of Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 75 Year 2014 regarding 

The Second Amendment of Minister of Trade Number 44 Year 2009 Regarding Provision, 

Distribution and Control for Hazardous Substances 

− Regulation of Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 3 Year 2012 regarding 

Import Provisions of Ozone Depleting Substances 

− Regulation of Minister of Industry of Republic of Indonesia Number 33 Year 2007 regarding 

Prohibition Produce ozone depleting substances as well as producing goods that use of ozone 

depleting substances 

Following regulations are listed on the AJCSD without chemicals information.  

− Law Number 9 Year 2008 regarding the Use of Chemicals and Prohibition of the Use of 

Chemicals for Chemical Weapons  

− Regulation of Minister of Industry of Republic of Indonesia Number 41 Year 2014 regarding 

Prohibition the Use of Hydrochlorofluorocarbon (HCFCs) in the Field of Industry 

− Regulation of Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2014 regarding 

The Amendment of Regulation of Minister of Trade Number 3 Year 2012 Regarding Import 

Provisions of Ozone Depleting Substances 

− Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 647 Year 2004 regarding 

Precursors 
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７．二国間協力 
（ベトナム、タイ、韓国、台湾） 



二国間協力等 
（ベトナム・タイ） 

 相手国政府機関（ベトナム：商工省化学品庁、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 
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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 
 

ベトナムとのＭＯＣについて 

〈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 
 JICA技術プロジェクトへの助言 
 NITEにおけるデータベース研修も実施 
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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 、      但し国家化学品リストは第3次案 

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(06/2007/QH/12) 
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政令・部令の改正内容 
・2017年11月に発効 政令第113/2017/ND-CP 

 2017年12月に発効 部令第32/2017/TT-BCT 

・現行の化学品法の詳細及び施行の手引きに関する政令
（108/2008/ND-CP）とその一部を改正する政令（26/2011/ND-CP ）
を新たな政令（第113/2017/ND-CP）に置き換える。 

・化学品リストが８から５に削減される。 

  List 1 条件付生産･経営対象化学物質 

List 2 制限化学物質 

List 3 禁止化学物質 

List 4事故防止・対応計画危険化学物質 

List 5 申告化学物質 

List 6 様式 

・その他、前駆物質の輸出入ライセンス発行に関する規定や、税
関のＮＳＷ（電子申請システム）連携による効率化等 
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ベトナム国家化学品インベントリー（案） 

http://vcerc.com/lay-y-kien-lan-2-cho-du-thao-dmhcqg/ 

7/31に国家化学品イン
ベントリー第3次案（※１）

（31,750物質）がデータ
ベースを通じて公開 

追加申請は2018年10月
15日まで 

（※１）・・・2017/3公表第2次
案の修正案 
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今後の予定 

• 国家化学品インベントリ案のアップデート 
 

• 国際化学品インベントリ案の検討 
 

• 日本からは、 

‐ インベントリ作成に関する支援を継続。 

‐ データベースを活用した、科学的かつ効率的なスク
リーニング評価にかかる支援。 
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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 

   タイ（工業省工場局） 

〈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 

 タイの有害物質法におけるリスクベースの管理へ向けた準備、工場法
の改定（工場の定義見直し等）進捗状況等について意見交換 
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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：DIWは工業用有害化学物質（リスト5）を管理 

      リスト5.1～5.5に追加で、2015年2月にリスト5.6を新設 

有害物質法 
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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。 
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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 

〈協力内容〉 
 韓国ARECs（化評法）やCCA（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 

 韓国の規制物質リストを、NITE-CHRIPへ収載 
 化審法等の物質リストを、NITE-CHRIPより共有 
 メール等によるタイムリーな情報共有のほか、年に1回の定期会合 

KCMA: http://www.kcma.or.kr/eng/index.asp 
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韓国 

韓国の化学物質管理の改正案 
旧法：有害化学物質管理法（TCCA) 

化学物質の登録お
よび評価等に関す
る法律 
（化評法  ARECｓ） 
施行 2015.1.1 

化評法改正 
2018.3.20公布 
2019.1.1施行 

生活化学製品及
び殺生物剤安全
管理法(新法） 
2018.3.20公布 
2019.1.1施行 

化学物質管理法
（化管法  CCA) 
施行 2015.1.1 

化学物質確認制度 
排出量調査 

有害化学物質の管
理及び統計 
事故対備 
危害管理計画書 

産業安全保健法 
（産安法OSHA） 1981年制定 

人健康、環境
保護 
 

・新規物質 

・登録対象既存  
化学物質(510) 

PRTR 

GHS GHS 勤労者の 
安全･健康 

・新規物質 

・すべての既存
化学物質 

新規化学物質 
(40条） 

既存化学物質
リストは共通 
 

新規物質の
登録･届け出 
個別に提出 

届出 

届出 

登録 
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危害憂
慮製品 

化管法改正案： 
確認番号付与、LoC廃止 



化学物質管理スキーム 

  

化評法 (ARECs) 化管法（CCA） 

登録対象既存
化学物質 

(510物質) 

新規化学物質 

制限物質(13) 

許可物質 

禁止物質(60) 

有毒物質(854) 

禁止物質 

許可物質 

制限物質 

有毒物質 

事故防備物質(97) 

有害化学物質 

営業許可対象 

年間1t/y以上すべて 

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 

報告 登録 

有害性審査 リスク評価 

既存化学物質 

化学物質確認制度 

生活化学製品及び 
殺生物剤安全管理法 

申告 
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重点管理
物質 

（改正案：確認番号付与） 

≧100kg/y 



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 

台湾安全衛生技術センター 

〈協力内容〉 

 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 

 台湾の規制物質リストを、NITE-CHRIPへ収載 
 化審法等の物質リストを、NITE-CHRIPより共有 
 メール等による、タイムリーな情報共有のほか、年に1回、定期会合 
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台湾 
毒性化学物質管理法 

（Toxic Chemical Substance Control Act） 

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

改正法公布日 2013年12月11日 2013年7月3日 

施行日 2014年12月11日 
（修正条文は2014年12月11日施行） 

2015年1月1日 
（第一段階施行） 

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

行政院労働部 
 （Ministry of Labor, MOL） 

目 的 
毒性化学物質による環境汚染の防止 

人の健康被害の防止 

労働災害の防止 

労働者の安全衛生の保護 

台帳 既存化学物質（ECN)台帳 TCSI(2015.9) 

GHS 標示及び物質安全資料表管理弁法 改訂4版 職業安全衛生周知規則 改訂4版 

対象化学品 

既存化学物質の登録(第1段階２０１６．４） 
   標準登録１０６物質(案.2018.3.27予告） 
新規化学物質の登録 

毒性化学物質のリスト（付表１～４、許可、禁止） 
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） 
懸念化学物質管理の追加案(2017年5月12日) 

新規化学物質の登記 

危害性化学品(CNS15030に適合） 

優先管理化学品（付表1,2,CMR他） 

管制性化学品(高度曝露リスク他） 
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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
品の報告 

管制性化学品
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 
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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


NITEの新たな情報発信の取組 

１．海外の化学物質管理の最新動向を、日本語でわかりやすく解説 
  NITEケミマガの中から、事業者の関心の高そうな海外記事を解説！ 

 
 
 
 
 
 
 

２．国際会議での議論の概要や動向を発信 
  NITEが出席している国際会議等について、概要等を紹介 
 

３．各国の化学物質管理制度の概要を公開（今後定期的に更新） 
  平成28年度委託調査「アジア諸国等の化学物質管理制度の現状に関する 
  調査報告書の概要を作成し、定期的に情報を更新 

これまでの記事： 
Vol.6 米国EPAのTSCAの下でリスク評価の対象となる高優先物質を選定する
アプローチ 
Vol.5 欧州RoHS指令のパフォーマンス評価に関するロードマップ 
Vol.4 循環型経済の実現に向けた政策パッケージ（循環型経済パッケージ） 
Vol.3 国連GHS文書最新版（第7版）準拠に向けた、欧州CLP規則の動き 
Vol.2 オンライン販売を巡る甲州委員会及び欧州化学品庁の動き 
Vol.1 カナダ環境保護法に対するカナダ政府の動き 

調査報告書が役立つ！
最新情報に更新して欲

しい。 

日本語の解説が欲しい。 

NITEのHPから、3つの新たな情報を発信スタート！ 
https://www.nite.go.jp/chem/kanren/kanren_index.html 
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https://www.nite.go.jp/data/000093899.pdf
https://www.nite.go.jp/data/000093901.pdf
https://www.nite.go.jp/data/000093909.pdf
https://www.nite.go.jp/chem/kanren/kanren_index.html
https://www.nite.go.jp/chem/kanren/kanren_index.html


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


（参考）H28年度アジア調査結果報告 



調査報告書公開のお知らせ 
２０１７年５月２９日公開 

http://www.nite.go.jp/chem/kanren/asia_kanren/asia_kanren01.html 

国別全体比較表もご覧いただけます。 

全1,097ページ 
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調査概要 
• 平成22年度調査報告書を最新情報へアップデートした
もの 

• 主な内容は、 
– WSSD2020年目標に向けたアジア諸国の化学物質管理制
度の改正状況と今後の方向性 

– 日本の制度との比較 
– 日本企業の各国制度の理解及び海外進出の支援 

• 調査報告書は、NITEがエンヴィックス有限会社に委託
したものであり、平成29年3月21日時点の内容です。 

• 本資料は、調査報告書をもとにして、NITEが作成した
概要です。現時点（平成30年9月15日）でNITEが入手し
ている更新情報を、赤字で追加しています。 

• 最新の情報はご自身で直接当局に問い合わせるなど
してご確認願います。 
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調査対象国 

• 中華人民共和国 

• 台湾 

• 韓国 

• タイ 

• ベトナム 

• インドネシア 

• マレーシア 

 

 

 

• フィリピン 

• シンガポール 

• ミャンマー 

• カンボジア 

• ラオス 

• インド 

• 豪州 

赤線の国は現地行政機関等にヒアリングを実施 
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調査対象 
日本における以下の法律に該当する各
国の化学品に関する制度を調査 

本概要はその内で以下の青字の関係法
令を中心にまとめた            

• 化審法 

• 化管法 

 （GHS制度、PRTR制度） 

• 安衛法 

• 毒劇法 

• 消防法 

 

 

 

 

• 製品含有化学物質 

  （RoHS他） 

• 建築基準法 

• 食品安全法 

• 環境関係法規 
  （大防法、水濁法、土対法） 
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既存ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰ 新規登録制
度 

最近の動き GHS 
※()内は国連

GHSの版 

PRTR 電気電子製品含有
化学物質規制

（RoHS） 

中国 ○ ○ △危険化学品安全法案 
○化学品優先管理リスト 
  (第1弾22種) 

○(4版) ×(2016廃止) ○ 

台湾 ○ ○ △登録対象既存物質案 
 （第2段階案106物質） 
△毒化物法改正案 
 (懸念化学物質） 

○(4版) ○ ○ 

韓国 ○ ○ ○化評法改、△化管法改定案 
〇新法(製品・殺生物剤関係） 

○(4版) ○ ○ 

タイ  △（案） × △（有害物質法リスト5.6策定中） ○(3版) ×（ﾊﾟｲﾛｯﾄPJ） （○）強制力無し 

ﾍﾞﾄﾅﾑ △（第3次案） × ○   化学品法政令･部令改正 
○  国家化学品データベース 

○(2版) △（案検討） ○ 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ × × △（化学物質法案） ○(4版) ― × 

ﾏﾚｰｼｱ × × △（CIMS/EHSNR統合案） ○(3版） ― （○）強制力無し 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ○ ○ △（ﾋ素/Cr（Ⅵ） ＣＣＯ案） ○(4版） ×(SMR制度) × 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ × × ○（水銀含有製品規制改） ○(4版) ― ○ 

ﾐｬﾝﾏｰ × × ― ○(不明） ― × 

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ × × ― ○(4版) ― × 

ﾗｵｽ × × ○化学物質法 △（案有り） ×(環境保護法

等に基づく排出報
告のみ) 

× 

ｲﾝﾄﾞ ×（案検討中） × △（国家化学品政策案) △（案） × ○ 

豪州 ○ ○ △（NICNAS Reform） ○(3版） ○ × 
※報告書他を基に作成（2018.9.15現在） 

〇：有or導入済、 △：策定中or案、 ×：無、  ―：確認出来ず アジア諸国の法規制の現状と動き 
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中国 

中国の化学物質管理に関する法体系 

安全生産法 
天津爆発事故を受け 

化学品安全管理関連法案策定中 
 

危険化学品安全法計画案
（２０１７.２） 

新化学物質環境管理弁法 
（環境保護部（MEP)令第７号2010年） 

危険化学品安全管理条例 
（国務院令第５９１号2011年） 

中国現有化学物質名録(IECSC 2013) 

中国現有化学物質名録の増補(2016) 

新化学物質登記指南(2010) 

新化学物質登記指南改正公告(2017.8.31） 

新化学物質監督管理検査規範 

新化学物質常規申告表及び記入説明 

新化学物質危害評価導則HJ/T154-2004 

化学品試験導則HJ/T153-2004 

危険化学品目録(2015) 

危険化学品登記管理弁法 

危険化学品経営許可管理弁法 

危険化学品使用許可管理弁法 

危険化学品生産管理弁法 

化学品物理危険性鑑定・分類
管理弁法 

危険化学品目録実施指南(施行） 
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中国 

GHS 

化学品の分類及び危険性の表示通則GB13690-2009 
28項目の分類に関する国家標準GB30000.2～GB30000.29.2013 
化学品安全ラベル作成規定GB15258-2009 
化学品安全技術説明書の内容と項目順序GB/T16483-2008 
化学品安全技術説明書作成ｶﾞｲﾀﾞﾝｽGB/T17519-2013 
 
改訂4版  適用義務化   単一物質および混合物 ：2011.5.1 

 

製品含有
化学物質
規制 

 
 
 
 
 
 
 

RoHS2：電器電子製品有害物質制限使用管理弁法(2016.7.1
施行） 
 解説文 
 実施におけるQ&A  
 入京貨物通関シート              
 
 
使用制限物質の管理体系要求（GB/T31274ｰ2015） 
 六価クロム測定の原子蛍光分析法（GB/T29783ｰ2013） 
 濃度制限値要求（GB/T26572-2011) 
 6種の規制物質の測定GB/T26125-011,IDT IEC62321 :2008) 
 電子電気製品有害物質使用制限の標識 

新化学物質環境管理弁法（MEP令第7号） 
  製品から意図的に放出される新規化学物質は規制対象 
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表示要求（ST/T11364-2014) 

表示例 基準値内 基準値超過 



台湾における化学物質管理法体系 

台湾 
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台湾 
毒性化学物質管理法 

（Toxic Chemical Substance Control Act） 

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

改正法公布日 2013.12.11 2013.7.3 

施行日 2014.12.11 2015.1.1 
（第一段階施行） 

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

行政院労働部 
 （Ministry of Labor, MOL） 

目 的 
毒性化学物質による環境汚染の防止 

人の健康被害の防止 

労働災害の防止 

労働者の安全衛生の保護 

台帳 既存化学物質（ECN)台帳 TCSI(2015.9) 

GHS 標示及び物質安全資料表管理弁法 改訂4版 職業安全衛生周知規則 改訂4版 

対象化学品 

既存化学物質(第1段階２０１６.４） 
   標準登録１０６物質(案.2018.3.27予告） 
新規化学物質 

毒性化学物質のリスト（付表１～４、許可、禁止） 
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） 
懸念化学物質管理の追加案(2017.5.12) 

新規化学物質 

危害性化学品(CNS15030に適合） 

優先管理化学品（付表1,2,CMR他） 

管制性化学品(高度曝露リスク他） 
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台湾 

GHS 

危険･有害物質の表示および周知規則(労働委員会2007.10.19公布） 
国家標準CNS15030「化学物質の分類及び表示」 
2008年1062物質に適用義務化 
2012年1089物質に適用義務化 
2015年1020物質に適用義務化 
改訂4版 
2016.1.1以降上記以外の物質および混合物に適用義務化開始 

RoHS 

台湾RoHS 任意適合標準 2013.7.30公布 
国家標準CNS15663「電気電子類装置 の化学物質含有量削減ガイド」 
「商品検査法」第6条「検査必須」基準にCNS15663の要求を組み入れ 
第5節含有表示の項に検査必須商品にRoHS要求を取り入れ 
 
2017.7.1より実施 
  2015.12.29公告(第10430007280）(第10430007390） 
    商品検査法による検査必須商品の追加 
2018.1.1より実施 
  2016.9.29公告(第10530004321) 
  92品目追加 
使用制限物質の基準値超過の場合の含有表示 
商品検査標識 
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表示例 

基準値内 基準値超過 

xxは超過使用制限物質の化学記号 



韓国 

韓国の化学物質管理の改正案 
旧法：有害化学物質管理法（TCCA) 

化学物質の登録お
よび評価等に関す
る法律 
（化評法  ARECｓ） 
施行 2015.1.1 

化評法改正 
2018.3.20公布 
2019.1.1施行 

生活化学製品及
び殺生物剤安全
管理法(新法） 
2018.3.20公布 
2019.1.1施行 

化学物質管理法
（化管法  CCA) 
施行 2015.1.1 

化学物質確認制度 
排出量調査 

有害化学物質の管
理及び統計 
事故対備 
危害管理計画書 

産業安全保健法 
（産安法OSHA） 1981年制定 

人健康、環境
保護 
 

・新規物質 

・登録対象既存  
化学物質(510) 

PRTR 

GHS GHS 勤労者の 
安全･健康 

・新規物質 

・すべての既存
化学物質 

新規化学物質 
(40条） 

既存化学物質
リストは共通 
 

新規物質の
登録･届け出 
個別に提出 

届出 

届出 

登録 
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危害憂
慮製品 

化管法改正案： 
確認番号付与、LoC廃止 



化学物質管理スキーム 

  

化評法 (ARECs) 化管法（CCA） 

登録対象既存
化学物質 

(510物質) 

新規化学物質 

制限物質(13) 

許可物質 

禁止物質(60) 

有毒物質(854) 

禁止物質 

許可物質 

制限物質 

有毒物質 

事故防備物質(97) 

有害化学物質 

営業許可対象 

年間1t/y以上すべて 

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 

報告 登録 

有害性審査 リスク評価 

既存化学物質 

化学物質確認制度 

生活化学製品及び 
殺生物剤安全管理法 

申告 
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重点管理
物質 

（改正案：確認番号付与） 

≧100kg/y 



END 

韓国 

GHS 

改訂4版 
 化管法 適用義務化 : 単一物質:2010.7.1,  混合物:2013.7.1 
 産安法 適用義務化 : 単一物質:2011.7.1,  混合物:2013.7.1    
危険物安全管理法 
化学物質の分類及び表示に関する規定 
（別表4有害化学物質の分類･表示一覧） 

製品含有 
化学物質 
規制 

RoHS ： 電気電子製品および自動車の資源循環に関する法律 

 
電気用品および生活用品安全管理法(2016年制定） 
      電気用品、靴、鞄、衣類 のKC認証制度 
アスベスト安全管理法（2016年制定） 
 
新法：生活化学製品（家庭用品15種、洗浄剤、脱臭剤、消毒剤他） 
    および殺生物剤安全管理法 
化評法改正(2018.3.20）： 
  製品含有有害化学物質の情報提供（有害化学物質が1トン以 
  上は申告） 
  

 
83 



 

有害物質法（HSA) 労働安全衛生環境法 

改正法公布日 2008年 201１年 

所管官庁 

工場局(DIW有害物質管理部）、 

農業局、漁業局、畜産振興局、 

食品医薬品局、 

エネルギー事務局 

労働省 

目 的 
人、動植物、財産、環境に害
が及ぶことを防止 

労働に係る生命、身体、精神又は
健康衛生に対す危険を防止 

既存化学物質 
リスト5.6をベースに 

作成予定 
― 

有害物質リス
ト 

ﾘｽﾄ1､ﾘｽﾄ2､ﾘｽﾄ3、ﾘｽﾄ4、 

ﾘｽﾄ5(DIW★5.1～5.6)、 

ﾘｽﾄ6 

2013.12.20公布 
労働保護福祉局告示:有害物質ﾘ
ｽﾄ 

対象化学品 

・10種類の有害性 

     (爆発性、他） 
・4タイプの有害物質分類 

  (管理レベル） 

 毒性、腐食性、アレルギー性、発がん性、変
異原性、健康･衛生に関する有害性、生命に関
わる危険性、爆発性、酸化性、引火性、激しい
反応性等の性質いずれか1つ又は複数有するも
の 

タイ 

84 
★AJCSDに記載 



タイ 

エンヴィックス世界環境法規制セミナー(2016)資料より「タイにおける化学物質管理法令の
現状について」講演者：Somsri Suwanjara(タイ工業省工場局有害物質管理部)より 
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タイ 

既存化学物質リストに係るロードマップ 
現在新規化学物質の届出制度なし 

リスト５：工場局（DIW)主管の有害化学物質、リスト５．６：既存化学物質案として作成中 

化学物質国際対応ネットワーク(2016年)資料より  
86 



END 

タイ 

PRTR 

2013年パイロットプロジェクト： 
                  ・ラヨーン県にて試験的に実施、107物質 
                    JICAの協力、工業団地で実施 
                  ・第2フェーズサムットプラカン県の中小規 
                   模の工場へ試験展開 
                   2018年まで実施 
法令化は数年かかる見通し 

GHS 
工業省告示：2012年有害物質の分類及び危険有害性情報の伝達システ
ム 改訂３版：2012.3.13施行、単一物質:2013.3.13 混合物:2017.3.13 

製品含有化
学物質規制 

RoHS 
MorOorKor.2368-2008号「危険物質を含有する可能性のある電気電子
機器の規格」： 強制力無し 
対象製品：EU-RoHS2のｶﾃｺﾞﾘｰ8,9,11を除く 

  
1979年消費者保護法 ラベル委員会がラベル規制商品を指定 
  塗料、バッテリー、シンナー、土壌改良材、潤滑油、オイル、 他 
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化学品法   06/2007/QH/12 
政令113/2017/ND-CP(2017.10.9) 

労働安全衛生法  84/2015/QH13 

年月 2009.7.1施行 2015年公布 

所管官庁 商工省化学品庁(VINACHEMIA) 労働･疾病兵・社会省(MOLISA) 

目的 危険化学品の安全管理および事故防止
対策の強化 

労働衛生安全の保証、労働事故に
あった労働者に対する施策 

既存化学物質 国家化学品リスト第3次案発表 
(2018.7.31 31,745物質) 
追加締め切り2018.10.15迄 

― 

新規化学物質
管理 

国家化学品リスト最終版および 

政府認可の国際的化学品リストに未収載物
質の予定 
新規化学品に関する規定を制定予定 

― 
 

化学物質の管
理 

国家化学品データベース(2018.7.31) 
政令附属書Ⅰ～Ⅴ 
制限化学物質,禁止化学品物質、危険化学物質, 等 

国家技術基準
QCVN:XX/2015/BLDTBXH 

ベトナム 

GHS 
化学品の分類および標示に関する通達 (工商部 部令32/2017/TT-BCT) 
改訂2版以降(23条) 単一物質：2014.3.10  混合物：2016.3.30 

製品含有化学 
物質規制 

RoHS 
電気電子製品に含まれる有害化学物質使用制限に関する通達 
(工商部 部令30/2011/TT-BCT) 

繊維製品中の化学物質を規制する通達 (工商部 通達37/2015/TT-BCT) 
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インドネシア 
環境保護管理法2009年32
号 

― 
労働安全法1970年1

号 

主な下位
法令 

・危険有害物質（B3)管理に
関する政令2001年74号★ 
・環境大臣規則2008年3号 
・環境大臣規則2010年2号 

商業大臣規則2009年
44号を改正する商業
大臣規則2014年75号
★ 

・職場における物理的
因子・化学的因子の閾
値に関する労働移住
大臣規則2011年13号 

所管官庁 環境森林省 商業省 労働省 

目的 危険有害物質の管理 
 

化学物質の輸入と流
通、 危険物質の調
達・流通・販売・監視 

労働者の安全を保証
する 
作業員・労働者の保護 

化学物質
の管理 

危険・有害物質B3リスト(附
属書1,2,3) ★ 
危険性又は有害性基準有り 

危険物質B2リスト（附
属書１）★ 
 

上記規則2011年13号
附属書2  
約700物質を規制 

GHS 

GHSに関する工業大臣規則2009年87号、環境大臣規則2008年3号 
基礎産業製造総局長規則2014年4号  
改訂4版 単一物質：2010.3.24  混合物：2016.12.31 

製品含有
化学 

物質規制 

乳幼児衣料品に対するアゾ染料、ホルムアルデヒド、重金属の含有量を規
定する工業大臣規則2015年97号 
SNIマークの貼付 
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マレーシア 
環境有害物質の届け出および 
 登録制度（EHSNR) 

労働安全衛生法(1994) 

主な下位法令 ・EHSNRに関する産業界のためのｶﾞｲ 
 ﾀﾞﾝｽ第2版(2012) 

2013年労働安全衛生規則(有害

化学品の分類、標示及び安全性
データシート） (CLASS規則★） 

所管官庁 天然資源環境省(NRE) 
環境局(DOE) 

人的資源省(MoHR) 
労働安全衛生局（DOSH) 

目的 ボランタリーによる登録制度 

懸念物質の識別、安全かつ適切な管
理を決定する 

労働における人々の安全およ
び衛生 

既存化学物質 インベントリー作成中(DOEのEHSNRに

基づく登録制度を利用する可能性が
ある） 

― 

化学物質の管
理 

化学品登録制度(EHSNR) 
GHS分類で有害性と分類されたもの 

化学品情報管理ｼｽﾃﾑ(CIMS) 

GHS 
CLASS規則、実務規範ICOP CHC､ 改訂3版 2015.4.17(物質、混合物) 
★分類結果（229物質） 

製品含有化学
物質規制 

RoHS：制限有害物質を含んだ電気電子機器および部品のエコラベ
ル基準に関するマレーシア規格MS2237:2009 
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フィリピン 
1990年共和国法RA第６９６９号有害物質および
有害･核廃棄物管理法★ 

1974年大統領令第442号 
共和国労働規約PD1974-442 

主な下位法令 1992年行政命令第29号 
「RA6969の実施規則」 

1978年労働安全衛生基準(OSHS) 

所管官庁 環境天然資源省（DENR) 労働雇用省(DOLE) 

目的 健康又は環境に対して不当なリスクや危害を呈
する化学品を禁止 

労働者の保護､雇用と人的資源の充実、
社会構成、産業平和 

既存化学物質 ★インベントリー(PICCS 更新2018.3.) ― 

新規化学物質 事前届出(PMPIN)､少量新規(SQI) 
簡易届出、詳細届出、 
低懸念ポリマー（PLC免除) 

― 

化学物質の管理 ★化学品管理令(CCO)対象物質、 
★優先化学物質(PCL)、 
有毒化学物質、鉛化合物、オゾン層破壊物質 

有毒物、爆発物、鉛化合物、 
アスベスト 

GHS 

2015年行政命令第09号 
2014年省令第136号作業場の化学品安全性プログラムにおけるGHSの実施のため
のガイドライン、改訂4版 2016年～2019年段階的に適用開始 
2016年適用(CCO物質)、2017年適用（高量化学品HVCs）2019年適用（混合物） 

製品含有化
学物質規制 

RoHS： － 
※WEEEを含め廃棄物全般に対する規制：DOA2013-22「有害廃棄物管理」2013.12改正 

PD881/消費者法（RA7394) 
共和国法第10620号「玩具およびゲーム機の安全性表示法」 
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シンガポール 

環境保護管理法（EPMA) 職場の安全・健康法(WSHA) 

主な下位法令 環境保護管理規則 職場の安全・健康規則（WSH規則) 

所管官庁 環境庁(NEA) 職場の安全・健康局(OSHD) 

目的 人健康および環境の保護 労働災害防止、労働安全確保 

既存化学物質 インベントリー無し インベントリー無し 

化学物質の管
理 

法 別表第2 有害物質取扱者 
         (ライセンス必要) 
規則 附属書(許可) 

法 別表第5 PartⅡ有害物質ﾘｽﾄ 
         （定性的な記載） 
規則 別表第1 毒性物質 
     アスベスト 

GHS 

職場の安全・健康法(WSHA) 
国家規格SS586:2014有害物質および危険物のﾊｻﾞｰﾄﾞ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 
改訂４版 単一物質：2012年、混合物：2015.7.1 (ただし使用者は
2016.7.1) 

製品含有化学 
物質規制 

RoHS：2016.6.1環境保護管理法(EPMA)別表第2パート１改正 
2017.6.1施行 

消費者保護法､ 消費者保護規則(カテゴリ－１，２) 
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ミャンマー 
化学品および関連物質による危害の予防に関する法律
2013年連邦議会第28号★ 

主な下位法令 化学品および関連物質による危害の予防に関する規則(通
知第85/2015-2016号) 

所管官庁 工業省 

目的 環境保護、許認可制度、情報収集､訓練および研究、 
労働安全衛生 

新規化学物質管理    ― 

化学物質の管理 一般化学物質、 
取扱制限化学物質(29物質、2016年）★ 
禁止化学物質(65物質、2016年）★ 

GHS 

化学品および関連物質による危害の予防に関する法律第28号 
化学品および関連物質による危害の予防に関する規則(通知第
85/2015-2016号） 2016年1月12日制定 適用開始日記載なし 
★分類結果１４０物質 

製品含有化学 
物質規制 

－ 
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カンボジア 

工業化学品管理法No110★ 

下位法令 化学物質の使用･輸入･輸出および販売を管理する省令 
(2004年) 
化学物質の品目証明書の発行手続きおよび利用量の認定
に関する省令(2012年) 

所管官庁 工業手工芸省 

目的 化学物質の利用･検査を効率的に行う、合法かつ簡便に使
用･流通・供給出来るようにする 

既存化学物質 インベントリー無し 

化学物質の管理 証明が必要な物質：2004年省令第2条35物質 
 省令に基づく申請を行い証明を取得する義務 

GHS 
2009年化学品の分類及びﾗﾍﾞﾙ表示の管理に関する政令第180号 
義務化：2010.4.20より  GHS改訂4版 

製品含有化学 
物質規制 

－ 
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ラオス 
化学物質法(Law on the Chemicals)  労働法 

年月 2017.3.21発効  2013年制定 

下位法令 実施細則等が今後制定されると予想 国家環境基準に関する合意書 

所管官庁 商工省 

目的 工業分野における化学物質の管理 

職場環境、健康、生命、財産、環境の
安全確保 

種々の生産段階が安全で、か
つ労働者の健康を害する事の
無いよう保証する 

化学物質の管
理 

有害性化学物質 
  第1種: 禁止物質(極危険物質) 
  第2種：認可物質(高危険物質) 
  第3種：認可物質(中危険物質) 
  第4種：届出物質(低危険物質) 

職場における化学物質の濃度
基準(2734/PMO.WREA) 
 

GHS 

化学物質法草案官報公布日より15日後に発効 

化学物質および工業用化学品の管理に関する合意書
No1041/MOIC.DoIH(2012年制定) 
対象 : GHSに基づく有害性化学物質 

製品含有化学 
物質規制 

   ― 
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インド 
 1989年有害化学物質の

製造、保管および輸入規
則（MSIHC規則） 

1996年化学事故規則
(CAEPPR規則） 

1948年工場法 

所管官庁 中央政府、環境森林気候
変動省、他 

環境森林気候変動省中
央危機グループ他 

労働雇用省 

目的 産業施設での事故によっ
て環境が汚染されること
を防ぐ 

化学事故防止、事故に
対する緊急時計画、準
備および対応 

工場における労働を規
制 

化学物質
の管理 

有害化学物質ﾘｽﾄ(附表１，
２，３) 

有害化学物質(附表１．
２．３) 

附表１，２，３ 
工場内暴露許容限界値 

ｲﾝﾍﾞ
ﾝﾄﾘ 

データ収集中(製造･輸出･輸入)、 混合物・成形品含有物質も含む 
4600物質評価済み、有害性情報 

GHS 2011年有害化学物質(分類､包装およびラベル表示)規則案(廃案) 
新たにGHS規則案2017.1に大臣に提出済み、GHS導入未定 

製品含有化学 
物質規制 

RoHS：2016年廃電気電子機器（管理）規制､実施ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ、 
       EU-RoHSを参照 

2016年ポリ塩化ビフェニルを規制する命令      
2016年家庭用及び装飾用の塗料に含まれる鉛化合物を規制する規則 
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豪州 

エンビックス資料より 

豪州の化学物質管理体制概観 
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豪州 

1989年工業化学品(届出･審査)法 
（ICNA法） 

2011年労働安全衛生法 
(WHS法） 

所管官庁 保健省(DoH) 国家工業化学品届出･
審査機構（NICNAS) 

労働安全庁（SWA) 
モデル法作成 

目的 公衆衛生、環境保護 
化粧品規制含む 

作業者および作業場所の衛生
および安全を確保 

既存化学物質 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ化学物質ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰ（AICS） ― 

新規化学物質
管理 

AICSに記載されていない工業化学品
は標準届出(STD)、限定届出（LTD) 

― 

化学物質の管
理 

多段階評価・優先制度 
 （IMAPﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 
優先既存化学物質(PECs)制度 
リスク(低～高）､ナノ、７つの分類 

有害性化学品(分類、ﾗﾍﾞﾙ､SDS) 
有害物質情報システム(HSIS) 
発がん性物質 
禁止、制限、 

GHS 2011年労働安全衛生法 、労働安全衛生規則、実務指針 
2017.1.1より義務化(改訂3版) 

製品含有化学 
物質規制 

2010年競争･消費者法 
2011年消費者保護通達No11 
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豪州 

           ・・・ 環境･エネルギー省 

「工業化学品の環境リスク管理に関する国家基準案」 
2016.11   発表 

2017.3.3  意見募集締め切り、現在レビュー中 

2018年     施行予定、強制力なし、各州への推奨事項 
 

  目的: 環境リスク管理の改善 

      化学品を懸念の程度によって7つの区分に仕分けする 

 

              ・・・ 保健省     

• NICNAS → AICIS（Australia Industrial Chemicals Introduction Scheme) 

                    オーストラリア工業化学品導入機構への移行    

2015.9        リフォーム実施計画を発表 

2015.10～2017.6 コンサルテーション･ペーパー1～5公表+パブコメ 

2017.6.1        工業化学品法案2017が国会に提出 

2018.9.1       最終目標（当初計画）  →  2019.7.1に延期 
 

目的：新規化学物質の規制のあり方 

      リスクの低い新規化学物質をはやく市場に出せるように 

      リスク評価プロセスの簡素化、技術革新の促進、人健康･環境保護  

      国際的な評価資料の活用 

国家基準案 

NICNAS改革 

今後の予定 
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