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1REACHの特徴 1REACHの特徴

○ REACH 「R i i (登録) E l i (評価) d A h i i (認可)○ REACH ＝「Registration(登録), Evaluation(評価) and Authorisation(認可) 
of Chemicals」 欧州連合(EU)が欧州域内で流通する化学物質（金属を
含む）を包括的に管理するシステム（施行：2007年6月1日）
学物 起 す 有害性 健康 境を保 欧 産業 競争 革新を強 す目的：化学物質に起因する有害性から健康と環境を保護し、欧州域内産業の競争力と革新を強化すること。

管理：欧州化学物質庁（ECHA：European Chemicals Agency、本部：ヘルシンキ)及び加盟国の管轄庁

対象者 域内 学物質を製造 輸 る企業対象者：・EU域内で化学物質を製造・輸入している企業
・非EU加盟国企業が指定する、EU域内の「唯一の代理人」(Only Representative) 

義務： ・リスクアセスメント（安全性評価）を含んだ物質の情報の登録の義務付け
物質 登録原則・一物質一登録原則(OSOR: One Substance, One Registration) 

⇒ 同一物質を製造・輸入する業者は、共同で登録可能
⇒ 登録コストの値下げ、動物実験の重複を回避

影響 規制 より 化学物質 安全性立証責任が 規制当局から産業界 移管影響： ・この規制により、化学物質の安全性立証責任が、規制当局から産業界へ移管
・高懸念化学物質(SVHC: Substance of Very High Concern)のうち、認可対象と決定された物質

⇒ 使用の認可が必要、使用の禁止または制限
・企業は、EU域内で対象物質を製品に使用する場合、ECHAに登録する必要がある。登録や安全性評価がない
対象物質を完成品メ カ や部品メ カ が製品に使うと 出荷停止など 措置を受ける可能性がある対象物質を完成品メーカーや部品メーカーが製品に使うと、出荷停止などの措置を受ける可能性がある。

※REACHは、金属及び金属化合物にも適用。



2REACHの主な要素 2REACHの主な要素
主要要素 概要

年間 製造 輸 量が 事業者当たり を超え る化学物質が対象Registration
（登録）

●年間の製造・輸入量が、事業者当たり1 トンを超えている化学物質が対象
（注：新規化学物質か既存化学物質かを問わない）

●製造・輸入事業者は、登録のためECHAに以下の情報を提出
▶技術書類一式（登録者情報、物質の特定、用途、分類・表示、有害性情報、安全な使用に関するガイダンス等）

▶年間の製造・輸入量が事業者当たり10トン以上の化学物質については、さらに化学物質安全性報告書（CSR: 
Chemical Safety Report、有害性評価・リスク評価を報告）が必要
●既存化学物質の登録は、事業者当たりの製造・輸入量の程度に応じて登録期限を設定

Evaluation ●化学物質安全性報告書（CSR）の内容を行政庁が評価し 必要に応じ 追加試験の実施又は追加情報を事業Evaluation
（評価）

●化学物質安全性報告書（CSR）の内容を行政庁が評価し、必要に応じ、追加試験の実施又は追加情報を事業
者に要求

●行政庁は、SVHCのうち、製品からのばく露の可能性があり、事業者当たり年間100トンを超える量が使用され
る物質から優先的に評価を実施

SVHCの例：CMR物質（発がん性、突然変異性、生殖毒性のある物質）、PBT（難分解性、生体蓄積性、毒性の例 物質（発 性、突然変異性、 殖毒性 あ 物質）、 （難分解性、 体蓄積性、毒性
ある物質）、vPvB（極めて難分解性、生体蓄積性が高い物質）

Authorization
（認可）

●SVHCのうち、認可対象物質は、原則として上市禁止。
●認可対象物質を使用するには、事業者は、行政庁に申請して認可を得る必要がある

（注 認可の有効期間はケ スバイケ ス）（注：認可の有効期間はケースバイケース）

●認可を有する事業者及び川下使用者は、上市前にラベル上に認可番号を記載する必要あり

Restriction
（制限）

●行政庁が実施したリスク評価の結果、リスク軽減措置が必要な場合には、製造、上市、使用を制限

（注：この制度自体は現在の欧州の規制から基本的に変更なし）



3EU加盟国以外の事業者への影響 3EU加盟国以外の事業者への影響

○ EUへ化学物質・製品を輸出している企業は、EU域内の輸入業者○ EU 化学物質 製品を輸出している企業は、EU域内の輸入業者
に登録を依頼するか、もしくは自ら「唯一の代理人」を立てて登録
する必要がある。

○ 成形品に含まれる特定の化学物質も取扱い数量、使用状況等に
より規制の対象となるので 川下ユ ザ （化学物質を含有するより規制の対象となるので、川下ユーザー（化学物質を含有する
成形品）の製造および輸入者も、製品に含有される化学物質の登
録および届出の義務がある。録および届出の義務がある。

○ 部品や素材などを日本国内で製造し、それ自体をEUへ輸出して
いない事業者であっても、それらを利用した完成品がEUへ輸出さ
れる場合は、REACHへの対応が必要となる可能性がある。



4REACH：鉱石・精鉱の扱い(1) 4REACH：鉱石 精鉱の扱い(1) 
一般的な解釈

鉱物 鉱石 精鉱 ⇒自然界に存在する物質（ b hi h i )と・ 鉱物・鉱石・精鉱 ⇒自然界に存在する物質（substances which occur in nature)と
定義され、危険物質指令(67/548/EEC)に該当せず、化学的に改変されていなければ
（Not chemically modified）、REACH登録義務から免除（参考：REACH規制Annex V [2006年
12月30日発行]）

・ 金属（地金）及び金属化合物 ⇒ 化学物質として扱われ、登録の対象

鉱石・精鉱は原則としてREACH登録免除であるが、以下の対応が求められている。

① 2007年6月1日のREACH施行より 上市の危険・有害とされる鉱石・精鉱は 適切に評価① 2007年6月1日のREACH施行より、上市の危険 有害とされる鉱石 精鉱は、適切に評価

され、また、川下使用者を、健康と環境に及ぼすリスクから保護するために、アドバイス
を提供するSDS(安全性データシート)を添付しなければならない。

② 2010年12月1日までに、既存データに基づく鉱石・精鉱の分類と表示（C&L: Classification

②の主な理由：

・REACH原文のTitle XI(分類と表示のインベントリー) で通知の義務が定められているため。
年 月 から 適用が開始されるため

＆Labelling ）の情報をECHAへ通知しなければならない。

・2010年12月1日から、GHSのC&Lの適用が開始されるため。



5REACH：鉱石・精鉱の扱い(2) 5REACH：鉱石 精鉱の扱い(2)

Annex V(REACH登録免除の対象物質)の改訂草案
(2008年11月7日発表)

追加文の要点：
① REACH免除となる「自然界に存在する物質」とは、処理されていない物質、また
は手動的、機械的、重力的方法によって加工された物質（例：破砕、篩い分け、遠
心分離、浮遊回収）を意味し、化学構造が変わっていないことが条件。

② 最終単離物質の構成要素の一つでも加工処理中に化学反応が起これば、REACH登
録の対象となる。従って、合成鉱物は本免除には該当しない。

③ 鉱石(Ore)が「自然界に存在する物質」の定義に書かれていない方法または、最終
物質 学構造が変わる方法 加 処 された場合 通常 終物質 自物質の化学構造が変わる方法で加工・処理された場合は、通常その最終物質は、自
然界に存在する物質として判断されず、登録が必要となる。

④ 精鉱(Ore concentrate)は、機械的方法、浮遊選鉱（破砕、篩い分け、遠心分離等）、
または不純物を取り除くためのその他の工程(リ チング 洗浄等)で処理され 物または不純物を取り除くためのその他の工程(リーチング、洗浄等)で処理され、物
質の最終構成要素の化学構造が変わっていない場合は、原則としてREACH免除とさ
れる。



6REACH：処理工程別化学構造変化の有無（推測） 6
鉱石・精鉱の各処理工程における化学構造変化の有無（推

測）
鉱石・精鉱の処理工程 化学構造の変化（推測） 

光学/機械選別(Optical/Mechanised Sorting)  No 

磁気/静電分離(Magnetic/Electrostatic Separation)  No 

重力または重選(Gravity or Dense Medium Separation)  No 

測）

粒子径測定、高速水洗または分類(Screening、Hydrocycloning、Classification)  No 

凝集またはフロス浮選(Agglomeration or Froth Flotation)  No 

水及び不純物を取り除くための)乾燥または焼成工程 
(Drying [or calcination that results in removal of water & impurities only]) 

 No 

造粒工程によるペレ ト化(P ll ti i b l ti l ) No造粒工程によるペレット化(Pelletising by granulation only) No
不純物を取り除くためのリーチングまたは洗浄工程 
(Leaching/Washing Processes to remove impurities) 

 No 

(化学構造が変化された)価値のある鉱物を抽出するためのリーチング工程
(Leaching Processes to extract the value-mineral) 

Yes  

焼結でのペレ ト化(P ll ti i ith i t i ) Yes焼結でのペレット化(Pelletising with sintering) Yes
イオン交換、溶媒抽出または電解採取(Ion Exchange, Solvent Extraction or 
Electro-winning) 

Yes  

水性 NaOHの加圧(Pressure Digestion in aqueous NaOH) Yes  
ペレット化、焙焼、化学構造を変化させる精錬(Sintering, Roasting & Smelting) Yes  
化学構造に変化を加える焼成工程 (例えば CO2 排出など) Y化学構造に変化を加える焼成工程 (例えば、 CO2 排出など)
(Calcination involving changes in the chemical structure(e.g. CO2 release)) 

Yes

析出、ガス析出(Precipitation and gas precipitation) Yes  

 
出典：欧州非鉄金属協会（Eurometaux）2008年4月：REACH Fact Sheet 「Not 出典 欧州非鉄金属協会（ ） 年 月
Chemically Modified」



7REACH登録における主なタイムライン 7録 おけ なタ ラ

（１）2007 年6 月1日
• REACH施行• REACH 施行
（２）2008 年6 月1日
○欧州化学物質庁（ECHA）の運営開始→ IT 登録システム「REACH-IT」稼動開始
○新規物質の登録開始○新規物質の登録開始
（３）2008 年6 月1日～ 2008 年12 月1日
○既存物質の予備登録期間（6 か月間）

→化学物質のEU域内の製造者、又は輸入者は、物質に関する情報を提出化学物質のEU域内の製造者、又は輸入者は、物質に関する情報を提出
（４）2010 年11 月30 日
○ 以下の物質の登録期限
• 生産量または輸入量が年間 1000ｔ以上の物質
• 同 100ｔ以上の水生環境に悪影響を及ぼしうる物質
• 同1ｔ以上のCMR物質（発がん性、変異原性、生殖毒性）（カテゴリー1 ・2注）
（５）2013 年5 月31 日

注：CMR物質のカテゴリー分類
○ 生産量または輸入量が年間 100ｔ以上の物質の登録期限
（６）2018 年5 月31 日
○ 生産量または輸入量が年間 1ｔ以上の物質の登録期限

注：CMR物質のカテゴリー分類
カテゴリー１：人への有害性が知られている物
質

カテゴリー２：人への有害性があるとみなされ
るべき物質で、十分なデータがある

カテゴリー３：人への有害性の懸念がある物質
デであるが、データが十分でない



8REACH予備登録の結果 8REACH予備登録の結果

予備登録期間：2008年6月1日～ 12月1日

利点： 本登録までの猶予期間が与えられ、2008年12月1日以降、物質の欧州域内での
輸入、生産、輸出、販売、使用が継続できる。

多く 本 業も 備登録を→ 多くの日本企業も予備登録を行った

申請事項： ①物質の名称、② CAS/EINECS 番号（Chemical Abstract Service Number: 
化学物質の性状等の種々のデ タを保存したデ タベ スで 化学物質を識別する化学物質の性状等の種々のデータを保存したデータベースで、化学物質を識別する
ために付けた番号、EINECSは欧州番号）、③申請者の名称、所在地、担当者等、④
登録期限とトン数帯(Tonnage band)

■予備登録リストの公開(2008年12月19日、ECHA発表)
予備登録社数：約65,000社

予備登録の化学物質：275万件 (ECHAの予想以上)
※ 予備登録のリストとして 約15万種を公開(今後も見直し＆更新が継続される予定)※ 予備登録のリストとして、約15万種を公開(今後も見直し＆更新が継続される予定)。
(予備登録リストの公開HP：http://apps.echa.europa.eu/preregistered/pre-registered-sub.aspx)

なお、同発表はコンソーシアムには影響が少ない。
※理由：コンソーシアムが対応する化学物質リストを変更するためには、コンソーシアム内のConsortium Technical Advisory Panelか

らの査定が必要となり また 会員メンバ からの承諾も必要となるため すぐに変更できないらの査定が必要となり、また、会員メンバーからの承諾も必要となるため、すぐに変更できない。



9REACH：物質情報交換フォーラム（SIEF） 9物質情報 換 ラ （ ）

予備登録をすることにより、企業は物質情報交換フォーラム予備登録をすることにより、企業は物質情報交換フォ ラム
（Substance Information Exchange Forum: SIEF）に自動的に参
加が義務付けられる。(2018年6月1日まで運用)

SIEFの目的
○ 情報交換を容易にし 登録に求められる安全性評価のコス○ 情報交換を容易にし、登録に求められる安全性評価のコス
トを分担・共有化することにより、動物実験等、データ収集
の重複を避ける

○ 登録者間で、物質の分類・表示について合意し、既存デー
タの共有と新たな試験の実施について合意が求められる。

SIEF参加料：SIEF内で決定
(例：ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝのある化学物質のSIEFは、年間約300€/企業と推測)



10REACH義務の全てまたは一部免除 10義務 部 除

※ REACH義務の全免除 ：
放射性物質 非単離中間体 廃棄物 防衛物質 医薬品 食品添加物 ポリマ 自身など

● 金属産業界にとって重要なREACH義務の全てまたは一部免除の物質カテゴリー

放射性物質，非単離中間体，廃棄物，防衛物質，医薬品，食品添加物，ポリマー自身など

①① 中間体中間体(3(3種種))
(1) Non-isolated intermediates(単離されない中間体) ：

合成過程において 試料採取を除いて合成が起こ ている装置から意図には除去されない中間体を合成過程において、試料採取を除いて合成が起こっている装置から意図には除去されない中間体を
意味する。この装置は、反応容器、その補助装置及び次の反応段階のための容器から別の容器に移
す配管などを含む。
→ REACH規制から全免除

(2) On site isolated intermediates(現場で単離される中間体)(2) On-site isolated intermediates(現場で単離される中間体)：
意図的に取り除かれた(単離した)物質で、同一の場所において、中間体の製造やその中間体から他の物
質への合成が行われる中間体

(3) Transported intermediates(輸送中間体)：
意図的に取り除かれた(単離した)物質で 他の現場との間で輸送または供給される中間体意図的に取り除かれた(単離した)物質で、他の現場との間で輸送または供給される中間体
→(2)、(3) 「厳重に管理された環境と証明した場合」、REACHの登録が軽減される。

認可も対象外であるが、Annex XVI(制限)に該当しないか要確認。
②② 廃棄物廃棄物

廃棄物指令 定義される廃棄物 規制 全免除廃棄物指令(2006/12/EC)で定義される廃棄物 →REACH規制から全免除



11コンソーシアムについて 11コンソ シアムについて

○ REACH の物質情報に関する登録義務は、金属（物質）のライフサイクル評
価や、銅、鉛、亜鉛、ニッケル等を含有する成形品も含まれており、金属及価や、銅、鉛、亜鉛、ニッケル等を含有する成形品も含まれており、金属及
び金属化合物を扱う下流のユーザーにもコンソーシアムの参加が推奨されて
いる。

○ 金属業界では、リスクアセスメントを行っている非鉄金属産業界が核となり、
金属コンソーシアムを形成した金属コンソーシアムを形成した。

○ 金属コンソーシアムは主に、登録に必要となる技術書類一式の準備を行う。
○ 企業によっては、多岐にわたる金属コンソーシアムに参加している。

コンソーシアムへ参加する利点
○ コンソーシアムは、物質の重複登録を回避し、業界の企業が共同でREACH 
の登録に必要な情報を収集し、共同で物質の登録ができる。

○ 化学物質デ タの審査（スクリ ング）等は 非常に大掛かりなプロセス○ 化学物質データの審査（スクリーニング）等は、非常に大掛かりなプロセス
となり、多大な時間と資金の投入を要するとされており、コンソーシアムに
加入することにより企業はコストが軽減される。

○ コンソーシアムのメンバーはREACH 規制の登録費用が軽減される。○ ンソ シア ン は 規制 登録費用 軽減される。

コンソーシアムへの参加料：15,000～25,000USドルなど
（←モリブデンコンソーシアムの例：企業の年産量により異なるケースが多い。）



12金属関連コンソーシアムの動向(1) 12金属関連コンソ シアムの動向(1)

＜鉱種別リスクアセスメントの状況、コンソーシアムの動向 （2009年1月現在）＞
( ※各コンソーシアムの対象化学物質は、Eurometauxのhttp://www.reach-metals.euに記載。)

鉱種 リスクアセスメント コンソーシアム

ニッケル ○欧州ﾆｯｹﾙ産業協会（ENIA）等の業界団が主体となっ
て、リスクアセスメントの情報を公開。

○ニッケルコンソーシアムによれば、

ENIAとNickel Institute（ニッケル協会）が、2007 年9月1日に結成。
会員企業：約30社、現時点の対象物質：16種 (コンソーシアム：3区分)
参加料：重量ベースにより異なる

( p )

○ ッケル ンソ シア よれば、

ニッケル地金、塩化ニッケル、硝酸ニッケル、ヒドロキシ
炭酸ニッケル、硫酸ニッケルのリスクアセスメントを2008
年中期に完了。

参加料：重量ベ スにより異なる

動向：○登録に際する技術書類の準備及び見直し (評価、認可段階は対象外)
○会員企業のSIEF取りまとめのため、Pre-SIEFの同一物質の定義をHPにて提供
○ICMMと共同で、ニッケル協会はGHSに向けて、先ず鉱石・精鉱を対象に表示と
分類を分析。

課題 ○P SIEFの参加人数の多さと運営 (例 ケル地金のP SIEF 4000企業)課題：○Pre-SIEFの参加人数の多さと運営 (例：ニッケル地金のPre-SIEF：4000企業)
○ニッケル協会は、NiがSVHCに分類されないよう対策。(例：ATPの修正提案)

亜鉛 ○亜鉛及び亜鉛化合物のリスクアセスメントは、論評国
(オランダ)によって ほぼ完了しているが 亜鉛コンソー

欧州亜鉛協会（IZA-Europe: IZA）が 2007 年7月1 日に結成。
会員企業 62社 現時点の対象物質 21種 (サブグル プ 3区分)(オランダ)によって、ほぼ完了しているが、亜鉛コンソー

シアムも既存のRAの分析に積極的に参加。
○2008年5月発行の論評国のRAによると、第二優先物
質の亜鉛地金及び亜鉛化合物5種のRAは、完了。

会員企業：62社、現時点の対象物質：21種 (サブグループ：3区分)
参加料：最低3,000€/年 (コストシェアの公式に基づく)
動向： ○予備登録のサポート、分類及び技術書類の準備 (評価、認可段階は対象外)
課題： コンソーシアムからの回答は、「タイムラインと、データギャップ。2010年6月までに準備
を完了する予定。」

カドミウム ○カドミウムの金属及び酸化物のリスクアセスメントは、
カドミウムリスクアセスメントレポート（論評国：ベルギー）
が2004 ～ 2005 年に終了。
○2007年の評価国のRAによると、第三優先物質のカド
ミウム地金、酸化カドミウムのリスクアセスメントは完了。

国際カドミウム協会（ICdA）がIZAに委託して、 2007 年7月1 日に結成。会員企業：22社。
現時点の対象物質：10種、参加料：最低3,000€/年 (コストシェアの公式に基づく)
動向： 亜鉛コンソーシアムと同じ

課題： 亜鉛コンソーシアムと同じ



13各コンソーシアムの動向(2) 13各コンソ シアムの動向(2)
＜構種別リスクアセスメントの状況、コンソーシアムの動向 （2009年1月現在）＞

( ※各コンソーシアムの対象化学物質は、Eurometauxのhttp://www.reach-metals.euに記載。)

鉱種 リスクアセスメント コンソーシアム

鉛 ○国際鉛開発協会（Lead Development 
Association International: LDA）が主体となり、鉛

国際鉛開発協会（LDA）は、 2007年7月6日に結成。
会員企業：約90社、現時点の対象物質：14種

( ※各 ンソ シアムの対象化学物質は、Eurometauxのhttp://www.reach metals.euに記載。)

産業界からのデータを基に鉛の自主的ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ
（Voluntary Risk Assessment on Lead: VRAL）を5
～6年程実行し、完了。

(2000ページ程度、会員企業のみ閲覧可能)

会員企業：約90社、現時点の対象物質：14種
参加料：鉛地金の定額1万€/年、鉛複合物の定額7,500€/年

（これに、徴収金＋VRAL料を生産量で追加）
動向： ○登録の情報はほぼ整っている。

○現在は、既存RAのEU15カ国対象から、REACHでEU27カ国対象に拡大したことに
よって 登録の情報に追加作業が行われているよって、登録の情報に追加作業が行われている。

○会員企業のSIEF取りまとめのために、Pre-SIEFの同一物質の定義をHPにて提供
課題： ○中間体の研究（中間体の使用法などで、同一物質の定義を確認する必要がある。

○企業から、粗鉛(ブリオン)等の中間体30種も、コンソーシアムの対応依頼を受けている。

銅 ○2000 年欧州銅協会（European Copper 欧州銅協会（ECI）が、2008年2月26日に結成。参加企業：30社銅
Institute: ECI）が銅の自主的ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ
（Voluntary Risk Assessment: VRA）を開始。対象
は銅地金、銅粉、4 種類の銅化合物で、2005 年５
月に評価国(イタリア)が、最終報告書の草案を欧州
委員会及びEU 加盟国へ提出。2008年4月にリスク
アセスメントの再評価が完了

現時点の対象物質：

A.サブグループ 「銅地金」 1種
B. サブグループ 「中間体」 30種
C.サブグループ 「銅スラグ製品」 1種
参加料：重量ベースにより異なるアセスメントの再評価が完了。 参加料：重量ベ スにより異なる

動向： ○銅地金の登録技術書類→90％はVRAの既存データで適用可能
○スラグの登録→登録対策の検討中、コスト概算
○中間体の定義と分類、登録対策、コスト概算

課題： ○製錬工程に生成される中間体の同一物質の定義



14各コンソーシアムの動向(3) 14各コンソ シアムの動向(3)
鉱種 リスクアセスメント コンソーシアム

貴金属 ○各企業でリスクアセスメントは行われていたが、 欧州貴金属連盟(EPMF)が、2007年9月15日に結成。貴金属

＋

レニウム

○各企業でリスクアセスメントは行われていたが、

公にリスクアセスメントを実行するのは初めて。

欧州貴金属連盟(EPMF)が、2007年9月15日に結成。
会員企業：42社(うち、PGM&REは18社)、現在の対象物質：金、銀も合わせて120種
参加料：約5,000～80,000€/年(重量ベース、物質選択数によって異なる)
動向： ○PGM + レニウムのほとんどは、1t/y以上の生産量域により、2018年5月31

日が登録期限 →2013年までに登録準備を完了させる予定。
（なお 欧州域内で1登録企業が10t/y以上製造または輸入しない場合は 化（なお、欧州域内で1登録企業が10t/y以上製造または輸入しない場合は、化
学物質安全性報告書(CSR)を追加で提出する必要はない。）

課題： ○製造工程で生成される物質すべてが十分に予備登録され、

また適切に登録されることを確証する。

(その他、同一物質の定義、対象物質の検討など。)

コンソーシアム共通の課題：
○SIEFでの同 物質の定義 (S f S b t )

(情報源：2008年12月のコンソーシアムからの質問回答、Eurometaux作成のHP：REACH Gateway)

○SIEFでの同一物質の定義 (Sameness of Substance) 
⇒Pre-SIEFの時点で、同一物質の合意が必要。
（NiとPbのコンソーシアムがHPに同一物質の条件を提供）

○コンソーシアムとSIEFとの関わり
⇒化学物質安全性報告書(CSR)及び登録技術書類の作成に向けて コンソ シアム会員と非コンソ⇒化学物質安全性報告書(CSR)及び登録技術書類の作成に向けて、コンソーシアム会員と非コンソー
シアム会員がどのように協力体制を築き上げていくか。

⇒多くの場合、コンソーシアムの情報は、会員企業のみの機密となるので、非会員企業との情報格差
は避けられない。

⇒従って、SIEFのより良い協力体制を築くために、SIEF全会員がコンソーシアムに参加することが望従 て、 のより良 協力体制を築くため 、 全会員が ンソ シア 参加する とが望
ましい。



15国内の化学物質管理に関する動向(1) 15国内の化学物質管理に関する動向(1)

化学物質排出移動量届出制度(PRTR)化学物質排出移動量届出制度(PRTR)
(Pollutant Release and Transfer Register)

○ PRTRとは 調査対象の多種多様な化学物質が どのような発生源○ PRTRとは、調査対象の多種多様な化学物質が、どのような発生源
から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれ
て事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公
表する仕組みであり、対象としてリストアップされた化学物質を製表する仕組みであり、対象 してリ トアッ された化学物質を製
造したり使用したりしている事業者は、環境中に排出した量と、廃
棄物や下水として事業所の外へ移動させた量とを自ら把握し、行政
機関に年に1回報告する制度

○ 1996年2月 OECD理事会は化学物質の排出移動量を把握し 公表○ 1996年2月、OECD理事会は化学物質の排出移動量を把握し、公表
することとその取組状況を1999年2月に同理事会に報告することを
加盟国に義務付けた。これを受けて環境庁は1997年6月に一部の自
治体でPRTRパイロット事業を開始し、1998年5月に公表した。治体でPRTRパイロット事業を開始し、1998年5月に公表した。

○ 1999年7月13日「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理
の改善の促進に関する法律」（化管法）公布、2002年1月12日施行
として制度化された。



16国内の化学物質管理に関する動向(2) 16国内の化学物質管理に関する動向(2)

GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling ofGHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of 
Chemicals)：化学物質の分類及び表示に関する世界調和システム

○ GHSとは 世界的に統一されたルールに従って化学品を危険有害性○ GHSとは、世界的に統 されたル ルに従って化学品を危険有害性
（ハザード）ごとに分類し、その情報をひと目で分かるようなラベ
ルの表示や安全性データシートで提供するもの。

○ 2003年7月、国際連合よりGHSの導入勧告がなされた。月、 際 導
○ 2005年12月、GHSの導入に伴い、化学物質等安全データシート
（MSDS）（JIS Z 7250: 2000）が（JIS Z 7250: 2005）として改正さ
れ、その後、カドミウム、鉛、蒸留亜鉛、電気亜鉛、銅、インジウ
ム 金 銀 テルル セレン ビス ス 錫 白金 パラジウムム、金、銀、テルル、セレン、ビスマス、錫、白金、パラジウム、
ロジウムの15種類のMSDSを作成した。

○ 2006年2月から2007年2月にかけて、MSDS交付対象物質を中心とし
た1412物質のGHS危険有害性分類が公表された 金属としては 水た1412物質のGHS危険有害性分類が公表された。金属としては、水
銀、ベリリウム、カドミウム、アンチモン、銀、鉛、インジウム、
イットリウム、銅、白金、クロム、コバルト、テルル、セレン、モ
リブデン、タリウム、砒素、ニッケル、タングステン、タンタル、

ガ
リ 、 リウ 、砒素、 、 、 、
ロジウム、マンガン等が公表された。



17今後注目される動向 17今後注目される動向

○ SVHCに関する最初の認可対象リストの決定（2009年6月1日予定）
→ 現在は、15物質が候補リストとして公表（2008年10月）
→ 7物質を優先して評価を実施（2009年1月）
→ 2009年4月14日まで、7物質のパブリック・コンサルテーショ2009年4月14日まで、7物質の ブリック ンサルテ ショ

ンを開設
○ 2010年11月30日の登録期限が迫っていること

→ 一部に登録期限延期を求める動き部に登録期限延期を求める動き
○ REACH規制に含まれている危険物質の分類と表示（C&L）の進展

→登録の対象となる物質、危険物質指令(Directive 67/548/EEC)または危険な調剤に
関する指令(1999/45/EC)に規定する濃度限界値を超えて調剤に含まれる物質を欧州域内
製造 は輸 する企業は 登録 部と 提出 な 場合 は 年 月

( )
で製造又は輸入する企業は、登録の一部として提出していない場合には、2010年12月1
月までに、既存入手可能データに基づく共通的に合意された分類及びラベル表示の情
報を、ECHAへ通知しなければならない。

○ 成形品(Article)を製造するまでの製造チェーンの中に、日本で製造さ成 品( )を製造す 製造 中 、 本 製造
れた金属や部品が含まれている場合は、間接的な影響として、
REACH登録及びC&Lのために、化学物質の成分または使用法などが
問われる可能性がある。

○ REACHと同様な規制のEU以外の諸国 の導入の可能性○ REACHと同様な規制のEU以外の諸国への導入の可能性



18SVHCに関する優先評価7物質（2009年1 18SVHCに関する優先評価7物質（2009年1
月）

物質名 提案国 提案理由 主な用途

4 4’ メチレンジアニリン4,4’-メチレンジアニリン
4,4'- Diaminodiphenylmethane ドイツ CMR ポリウレタン中間体の原料

フタル酸ジブチル
Dibutyl phthalate
（DBP）

オーストリア CMR 塩化ビニル、酢酸ビニル、ニトロセルロース、メ
タクリル酸等の樹脂の可塑剤

（DBP） タクリル酸等の樹脂の可塑剤

ムスクキシレン
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene 
(musk xylene)

オランダ vPvB 香水、セッケンをはじめ多くの調合香料

フタル酸ジエチルヘキシル
Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) 
(DEHP)

スウェーデン CMR
塩化ビニル、ニトロセルロース等の樹脂、塩化
ゴム等の可塑剤。 塗料、顔料、接着剤、潤滑
油の添加剤。

キサブ シク ドデカヘキサブロモシクロドデカン
Hexabromocyclododecane 
(HBCDD)

スウェーデン PBT 難燃剤

短鎖塩素化パラフィン
ギ 剤 塑剤Alkanes, C10-13, chloro 

(Short Chain Chlorinated Paraffins) 
イギリス PBT 難燃剤、可塑剤

フタル酸ブチルベンジル
Benzyl butyl phthalate オーストリア CMR 塩化ビニル及びニトロセルロース樹脂の可塑

剤
（BBP） 剤。



19REACH関連主要サイト 19REACH関連主要サイト
○ European Chemicals Agency ( ECHA、欧州化学物質庁 )

htt // h /hhttp://www.echa.europa.eu/home_en.asp
○ 欧州委員会の共同研究センター(JRC)

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/
○ Eurometaux（欧州非鉄金属協会）

http://www.reach-metals.eu
○ Eurofer（欧州鉄鋼連盟）○ （欧州鉄鋼連盟）

http://www.eurofer.org
○ 環境省REACH前文、本文、付随書仮訳

http://www env go jp/chemi/reach/reach htmlhttp://www.env.go.jp/chemi/reach/reach.html
○ 経済産業省化学物質管理政策（REACH, PRTR, GHSほか）

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management
○ JOGMECロンドン事務所○ JOGMECロンドン事務所

http://www.jogmec.go.jp/mric_web/organization/oversea/london.html

なお 本資料は JOGMECロンドン事務所からの報告等を取りまとめて作成したなお、本資料は、JOGMECロンドン事務所からの報告等を取りまとめて作成した。


