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１．化学物質規制の世界動向



化学物質管理の国際的な流れ

4

地球サミット

1992年 ブラジル

持続可能な開発に関する世界首脳会議

2002年 南アフリカ

化学物質管理に関する実施計画

予防的取り組みに留意しつつ、透明性のある、科学
的根拠に基づくリスク評価、管理を行い、2020年
までに、化学物質による影響を最小化する方法での
使用・生産を達成する。

持続可能な開発サミット

2015年 ニューヨーク

持続可能な開発のための2030 Agenda

目標３：2030年までに、有害化学物質、並びに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に削減させる。
目標６：2030年までに、汚染の減少、投棄の廃絶、有害な化学物質の放出の最小化等により、水質を改善する。
目標12：2020年までに、合意された国際的取り組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上、適切な化学物質や、全
ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化する為に、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出
を大幅に削減する。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000101402.pdf（一部省略）

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000101402.pdf


伊勢志摩サミット
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伊勢志摩サミット

2016年5月26～27日

我々は、持続可能な開発のための 2030 アジェンダ (2030ア
ジェンダ)及び気候変動に関するパリ協定の昨年の採択に続
き、我々のコミットメントを実施するために更に努力する。

The G7 has a special responsibility to lead international 
efforts... Furthermore, following the adoption of the 2030 
Agenda for Sustainable Development (2030 Agenda) 
and the Paris Agreement on climate change last year, we 
will further make efforts to implement our commitments.

G7伊勢志摩首相宣言

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000160267.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000160267.pdf

Ｇ７富山環境大臣会合

55. 化学物質によるリスクは、G7メン
バーの国民にとって最大の懸念の一つ
であり、我々は、2030 アジェンダの
採択を機に、持続可能な開発に関する
世界首脳会議の実施計画に定められた
行動を実施するため、また関連する取
組に関する情報交換を促進するため、
引き続き努力していくことの重要性を
認識する。

コミュニケ

2016年5月15～16日

http://www.env.go.jp/earth/g7toyama_emm/japanes
e/_img/meeting_overview/Communique_jp.pdf

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000160267.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000160267.pdf
http://www.env.go.jp/earth/g7toyama_emm/japanese/_img/meeting_overview/Communique_jp.pdf


日本の化学品貿易
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我が国の化学品輸出総額：6.4兆円 (2016年)

財務貿易統計より計算 我が国の化学品輸入総額：6.5兆円 (2016年)
http://www.customs.go.jp/toukei/info/

輸出 輸入

0.5兆円

http://www.customs.go.jp/toukei/info/


化学物質規制の世界動向

7

REACH、CLP

TSCA改正

GHS、新たな規制の導入

K-REACH

化審法、労働安
全衛生法の改正

毒性化学物質管理法、
職業安全衛生法

新化学物質環境管理弁法
危険化学品安全管理条例
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２．GHSの動き



GHSの動き
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2011年６月
改訂第４版

改訂第５版

2013年６月

改訂第3版

2009年６月

改訂第6版

2015年６月

改訂第７版公表予定

2017年

日本のJIS Z7253、Z7252は改訂第6版に整合
するように改訂予定

 可燃性/引火性ガスに「自然発火性ガス」を追加
 「鈍感化爆発物」の追加等

 水生環境有害性の区分名称の変更等



GHSの動き
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https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/dgac10c4/ST-SG-AC10-C4-2016-18e.pdf

以下の三物質について、OECDでGHS分
類を行い、整合性について検討

 Dimethyltin Dichloride
 Dicyclopentadiene
 Dibutyl Phthalate 

OECDと協力してGlobal List
作成の可能性について検討

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/dgac10c4/ST-SG-AC10-C4-2016-18e.pdf
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3．欧州の動き



REACH
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Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of CHemicals

2010年11月末 2013年5月末 2018年5月末

予
備
登
録

2008年11月末

1,000 ton/年以上

1,000 ton/年～100 ton/年

100 ton/年～1 ton/年

2018年の登録期限が迫っている。

現在

https://echa.europa.eu/reach-2018

2017年2月1日時点

https://echa.europa.eu/reach-2018


SVHC
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2017年1月12日、新たに４物質がSVHCリスト（Candidate List of substances of very high 
concern for authorisation）に加えられることが決定（第16次）。
SVHCの合計は173物質となる。

 4,4’-Isopropylidenediphenol (Bisphenol A)

 Nonadecafluorodecanoic acid (PFDA) and its sodium and ammonium salts

 p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 

 4-Heptylphenol, branched and linear 
Substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in 
position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a 

combination thereof]

https://echa.europa.eu/-/four-new-substances-of-very-high-concern-added-to-the-candidate-list

https://echa.europa.eu/-/four-new-substances-of-very-high-concern-added-to-the-candidate-list


認可対象物質
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2016年11月10日、以下の９物質が認可対象物質としてEuropean Commissionに提案された。
（第7次提案）

https://echa.europa.eu/documents/10162/22784817/echa_7th_recommendation_en/4a8ad42c-959d-45ae-a6ad-9162888b7b54

https://echa.europa.eu/documents/10162/22784817/echa_7th_recommendation_en/4a8ad42c-959d-45ae-a6ad-9162888b7b54


SVHC、認可対象物質
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https://echa.europa.eu/documents/10162/13634/o
peration_reach_clp_2016_en.pdf/4c958d7a-3158-
447b-9e81-d8bae9a7e7f9

https://echa.europa.eu/documents/10162/13634/operation_reach_clp_2016_en.pdf/4c958d7a-3158-447b-9e81-d8bae9a7e7f9


CLP45条
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http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8939

http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_id=
EU&num=350&dspLang=EN&basdatedeb=&basdatefin=&baspa
ys=HUN&basnotifnum=30&basnotifnum2=&bastypepays=&bask
eywords=&CFID=26236&CFTOKEN=600b8a9e081b436b-

72E88017-AC52-1F16-7D6C3B15A6950596

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8939


CLP45条
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消費者用途の混合物： 2020年
Professional用途の混合物：2021年
 Industrial用途の混合物： 2024年

Unique Formula Identifier (UFI)

危険有害な混合物を市場におく輸入者及び川下ユーザーは、各国のPoison Center
に必要事項を提出すると共に、必要事項をラベルに記載する。

Sample UFIs

UFI Developer’s Manual
https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/22295
820/ufi_developers_manual_en.pdf/9d47a5c9-ba58-4b5c-8101-
7d5610928035

https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/22295820/ufi_developers_manual_en.pdf/9d47a5c9-ba58-4b5c-8101-7d5610928035


英国のEU離脱
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2016年6月23日、英国は国民投票によりEU離脱が決定

欧州連合（EU）

 アイスランド
 ノルウェー
 リヒテンシュ

タイン

欧州自由貿易協定
（EFTA）

欧州経済地域（EEA）

今後の英国の動向に注意が必要

REACHは欧州経済地域（EEA）
に適用されている。

 スイス
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4．アメリカの動き



TSCAの改正
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上院議会

下院議会 両院協議会

採決

採決

大統領

署名 (2016年6月21日）

法案成立

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

2016年6月7日

2016年5月24日



TSCA改正後のスケジュール
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The Frank R. Lautenberg Chemical Safety for the 21st Century Act

 Initial Risk Evaluations
2016年12月中旬までに最初の評価物質である10物質を公表する。

以下の規則（Rule)について、2016年12月中旬までに草案を公表し、法案
成立後一年以内に発行

 Inventory Rule
Prioritization Process Rule
Risk Evaluation Process Rule



リスク評価対象物質
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https://www.federalregister.gov/documents/2016/12/19/2016-30468/designation-of-ten-
chemical-substances-for-initial-risk-evaluations-under-the-toxic-substances

10 Chemical Substances for Initial Risk Evaluation

2016年12月19日に公表

 1,4-Dioxane;
 1-Bromopropane;
 Asbestos;
 Carbon Tetrachloride;
 Cyclic Aliphatic Bromide Cluster 

(HBCD)
 Methylene Chloride;
 N-Methylpyrrolidone
 Pigment Violet 29 
 Trichloroethylene 
 Tetrachloroethylene (known as 

perchloroethylene)

既存化学物質のリスク評価の最初の10物質

https://www.federalregister.gov/documents/2016/12/19/2016-30468/designation-of-ten-chemical-substances-for-initial-risk-evaluations-under-the-toxic-substances


新しい規則（案）
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TSCAインベントリーの届出（アクティブ―インアクティブ）規則（草案）

TSCA Inventory Notification (Active-Inactive) Requirements

2017年1月13日に草案公表

3月14日までコメント期間

https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/13/2016-31923/tsca-inventory-notification-
active-inactive-requirements

https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/13/2016-31923/tsca-inventory-notification-active-inactive-requirements


新しい規則（案）
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TSCA Inventory Notification (Active-Inactive) Requirements

https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/13/2016-31923/tsca-inventory-notification-active-inactive-requirements

Any person who manufactured a chemical substance subject to commercial activity designation..., at 
any time during the lookback period,..., must submit a Notice of Activity Form A...

Any person who processed a chemical substance subject to commercial activity designation, at any 
time during the lookback period,..., may submit a Notice of Activity Form A.... 

The submission period for manufacturers ... begins on [date on which the final rule is published in the 
Federal Register] and ends on [180 days after the date on which the final rule is published in the 
Federal Register]. 

The submission period for processors ... begins on [date on which the final rule is published in the 
Federal Register] and ends on [360 days after the date on which the final rule is published in the 
Federal Register]. 

https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/13/2016-31923/tsca-inventory-notification-active-inactive-requirements


新しい規則（案）
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リスク評価のための化学物質の優先順位付け手続き規則（草案）

Procedures for Prioritization of Chemicals for Risk Evaluation 

2017年1月17日に草案公表

3月20日までコメント期間

https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/19/2017-01224/procedures-for-chemical-risk-
evaluation-under-the-amended-toxic-substances-control-act

https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/19/2017-01224/procedures-for-chemical-risk-evaluation-under-the-amended-toxic-substances-control-act


新しい規則（案）
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リスク評価手続き規則（草案）

Procedures for Chemical Risk Evaluation

2017年1月19日に草案公表

3月20日までコメント期間

https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/19/2017-01224/procedures-for-
chemical-risk-evaluation-under-the-amended-toxic-substances-control-act

https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/19/2017-01224/procedures-for-chemical-risk-evaluation-under-the-amended-toxic-substances-control-act
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５．中国の動き



新化学物質環境管理弁法
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新化学物質環境管理弁法 (第七号令)

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

※ 平成28年日中韓の化学物質管理政策に関するセミナー

新規化学物質の事前審査制度を規定

2003年に制定、2010年に改訂

現在、改訂の動きがある模様※

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


新化学物質申告登記指南

29

http://www.mepscc.cn/Portals/0/PDF
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&Issuing
DateTo=&CATTITLE=China+new+chemical&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&FullTextHash=37185
7150&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=
&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&Activ

eTabIndex=0&languageUIChanged=true

新化学物質申告登記指
南の改訂版が近々、公
表される予定

申告に必要な試験項目
等が変更になる

http://www.mepscc.cn/Portals/0/PDF


危険化学品安全管理条例
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危険化学品安全管理条例

危険化学品登記管理弁法

化学品物理危険性鑑定・分類管理弁法

 危険化学品を取り扱う事業者に登記を義
務付ける。

 危険化学品かどうか不明な物質・混合物
については鑑定機関による鑑定を要求。

http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel

_5330/2015/0309/247023/content_247023.htm

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


鑑定機関の公表
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http://www.nrcc.com.cn/Content/d1d88d37-4be0-438e-9ffd-5aeccd46fe33

2016年11月25日、11の鑑定機関が
公表された。

http://www.nrcc.com.cn/Content/d1d88d37-4be0-438e-9ffd-5aeccd46fe33


危険化学品安全総合治理方案
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http://www.gov.cn/xinwen/2016-12/06/content_5144095.htm

2016年11月29日、国務院は危険
化学品安全総合治理方案を通知

全40項目

これは法律ではなく、国務院が制定した危険化
学品安全管理のための方針を示したもの

 準備段階：2016年12月～
 整備段階：2017年1月～2018年3月
 展開、深化段階：2018年4月～2019年10月

http://www.gov.cn/xinwen/2016-12/06/content_5144095.htm


危険化学品安全総合治理方案
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http://www.gov.cn/xinwen/2016-12/06/content_5144095.htm

第12項目：
危険化学品の安全に関する法律体系を更に完全なものとし、危険化学品の安全
管理のための専門の法律を推進、制定、強化する。2018年3月迄に完成する。

原文
12.完善法律法规体系。进一步完善危险化学品安全法律法规体系，推动制定加强危险化学品安全监督管理的专门法律。
（安全监管总局、国务院法制办等按职责分工负责，2018年3月底前完成）

第20項目：
危険化学品の生産企業及び輸出入単位が一书一签 (SDSとラベル) の要求を厳格
に実施するよう提督し、危険特性及び処置等の安全情報が即座に、正しく確実
に企業、顧客、使用者及び救護者に伝わるようにする。

原文
20.认真落实“一书一签”要求。督促危险化学品生产企业和进出口单位严格执行“一书一签”（安全技术说明书、安全标
签）要求，确保将危险特性和处置要求等安全信息及时、准确、全面地传递给下游企业、用户、使用人员以及应急处置人员。

http://www.gov.cn/xinwen/2016-12/06/content_5144095.htm
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６．韓国の動き



K-REACH
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加湿器殺菌剤事件

http://chemical-net.env.go.jp/pdf/20161102_Seminar2.pdf

平成28年日中韓の化学物質管理政策に関するセミナー資料

http://chemical-net.env.go.jp/pdf/20161102_Seminar2.pdf


K-REACH
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2018年
6月30日

2015年
7月

登
録
対
象
既
存
化
学

物
質
の
公
表

2015年
1月

K
-R

E
A

C
H

の
施
行

登
録
期
限

登録期間

 共同登録体の構成
 安全性情報の収集、試験の実施
 登録資料の作成等
 登録

化学物質の登録及び評価等に関する法律
登録対象既存化学物質

（510物質）

http://www.kcma.or.kr/bbs/view.asp?bb
s_code=1&bbs_class=&bbs_search_type
=1&bbs_search_word=&page=3&bbs_id
x=4458

화학물질의등록및평가등에관한법률

http://www.kcma.or.kr/bbs/view.asp?bbs_code=1&bbs_class=&bbs_search_type=1&bbs_search_word=&page=3&bbs_idx=4458


K-REACH改正法案

37

화학물질의등록및평가등에관한법률일부
개정법률안

化学物質の登録及び評価等に関する法律の一部
改正法案

http://www.lawmaking.go.kr/lmSts/ogLmPp/36869?opYn
=Y&cptOfiOrgCd=1480000&isOgYn=Y&edYdFmt=2016.+
12.+31.&stYdFmt=2016.+6.+1.&btnType=1

公表：2016年12月28日

意見募集：2016年12月28日～2017年2月6日

http://www.lawmaking.go.kr/lmSts/ogLmPp/36869?opYn=Y&cptOfiOrgCd=1480000&isOgYn=Y&edYdFmt=2016.+12.+31.&stYdFmt=2016.+6.+1.&btnType=1


K-REACH改正法案
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화학물질의등록및평가등에관한법률일부개정법률안
化学物質の登録及び評価等に関する法律の一部改正法案

http://www.lawmaking.go.kr/lmSts/ogLmPp/36869?opYn=Y&cptOfiOrgCd=1480000&isOgYn=Y&edYdFmt=2016.+12.+31.&stYdFmt=2016.+6.+1.&btnType=1

 既存化学物質の指定制度の廃止、既存化学物質の登録猶予期間を設定
年間1トン以上の既存化学物質を登録

 報告制度を廃止
化学物質管理法における「化学物質の統計調査」との重複の為

 許可物質制度の改善
免除を受ける用途を指定する

 製品含有化学物質の申告
発がん性、変異原性、蓄積性等の化学物質を含有する製品の場合にも申告が必要

http://www.lawmaking.go.kr/lmSts/ogLmPp/36869?opYn=Y&cptOfiOrgCd=1480000&isOgYn=Y&edYdFmt=2016.+12.+31.&stYdFmt=2016.+6.+1.&btnType=1


生活化学製品及び殺生物剤安全管理法案
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생활화학제품및살생물제안전관리법안

生活化学製品及び殺生物剤安全管理法案

公表：2016年12月28日

意見募集：2016年12月28日～2017年2月6日

http://www.lawmaking.go.kr/lmSts/ogLmPp/36870?opYn
=Y&cptOfiOrgCd=1480000&isOgYn=Y&edYdFmt=2016.+1
2.+31.&stYdFmt=2016.+6.+1.&btnType=1

http://www.lawmaking.go.kr/lmSts/ogLmPp/36870?opYn=Y&cptOfiOrgCd=1480000&isOgYn=Y&edYdFmt=2016.+12.+31.&stYdFmt=2016.+6.+1.&btnType=1


生活化学製品及び殺生物剤安全管理法案
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생활화학제품및살생물제안전관리법안
生活化学製品及び殺生物剤安全管理法案

http://www.lawmaking.go.kr/lmSts/ogLmPp/36870?opYn=Y&cptOfiOrgCd=1480000&isOgYn=Y&edYdFmt=2016.+12.+31.&stYdFmt=2016.+6.+1.&btnType=1

 殺生物質の承認制度の導入
2018 年12月31日に市場で流通している殺生物剤で報告を受けたものは既存殺生物質と

し、10年の承認猶予期間を与える

 殺生物製品の許可制度の導入

 殺生物処理製品の安全管理

殺生物処理製品は、許可を受けた殺生物製品のみを使用し、有害生物除去等の効果があ
ることを示したい者は、殺生物質の名称、機能等を表示する。

殺生物処理製品の購入者は、殺生物処理製品に含まれている殺生物質の情報提供を要求
することができ、製造者/輸入者はそれを提供する。

http://www.lawmaking.go.kr/lmSts/ogLmPp/36870?opYn=Y&cptOfiOrgCd=1480000&isOgYn=Y&edYdFmt=2016.+12.+31.&stYdFmt=2016.+6.+1.&btnType=1
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７．台湾の動き



既存化学物質の登録
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2016
年3月

登
録
対
象
物
質
の
公
表

2015年9月

既存化学物質
第一段階登録

既存化学物質の登録

既存化学物質の登録

既存化学物質の登録

既存化学物質の登録

新規化学物質の事前登録

2016年
１月

製造量・輸入量が
100 kg/年以上

今後、第二段階登録の対象になる既存化学物質が公表される予定



貨物通関事前声明確認
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http://chemreg-border.epa.gov.tw/content/info/index.aspx

2016年4月より貨物通関
事前声明確認が開始

輸入者はこのプラットホー
ムを用いることにより、輸
入する製品の法令順守を確
認できる

http://chemreg-border.epa.gov.tw/content/info/index.aspx
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8．まとめ



まとめ
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 GHSは今年、改訂第7版が公表される予定である。

 欧州ではREACH規則の最後の登録期限 (2018年5月末)が迫ってきている。ま
た、CLP45条に伴う制度の導入準備が進められている。

 アメリカではTSCAが改正され、新しい規則 (Rule) の策定が進められている。

 中国では新化学物質環境管理弁法の改正が検討されていると共に、近く新化
学物質環境申告登記指南の公表がなされる。また国務院より危険化学品安全
総合治理方案が出され、今後、化学品管理の厳格化が予想される。

 韓国ではK-REACHが進められていると同時に、欧州REACHに類似した制度
への法改正案が出されている。また、欧州バイオサイド規則に類似した制度
の法律制定案が出されている。

 台湾では、第二段階登録の対象となる既存化学物質の公表がなされる予定で
ある。



ご清聴、ありがとうございました。
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