地域・
国
EU
EU
EU
EU

EU

EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU

EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU

分類
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理

情報内容

アドレス

欧州化学品庁（ECHA）

https://echa.europa.eu/

REACH規則（(EC) No 1907/2006） 初版

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907&from=en

REACH規則（(EC) No 1907/2006） 改正反
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1907/2019-10-30
映版
REACH規則 附属書XVII エントリー20
https://echa.europa.eu/documents/10162/7bd363a8（ジブチルスズ化合物の制限）
da41-460f-838d-3326b3fb7bd4

新規・既存化学物
ECHA REACH規則 Q&A
質管理

https://echa.europa.eu/support/qassupport/browse//qa/70Qx/view/scope/REACH/REACH+Registr
ation

新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5804/attachm
ents/1/translations/en/renditions/pdf
https://echa.europa.eu/information-onchemicals/registered-substances
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/preregistered-substances
https:/echa.europa.eu/view-article//journal_content/title/reach-data-sharing-principleshttps://echa.europa.eu/documents/10162/3f17befa-d5544825-b9d5-abe853c2fda2

REACH規則とRoHS指令の共通見解
登録物質データ
予備登録物質データ
共同登録のデータ共有に関する実施規則

REACH規則 附属書XVII エントリー63
（成形品に含有される鉛の規制）
ECによる実施権限の行使に対する各加盟
新規・既存化学物 国による監督方法に関するルールおよび一
質管理
般原則「コミトロジー」
(EU) No.182/2011
新規・既存化学物 委員会実施規則 (EC)2016/6
質管理
(SIEF)のデータ共有に関する実施規則
新規・既存化学物
REACH規則ファクトシート（環境省和訳）
質管理
新規・既存化学物
国家ヘルプデスク(NHD)リスト
質管理
新規・既存化学物
ヘルプネット
質管理
新規・既存化学物
2017年 NHD活動報告書
質管理
新規・既存化学物
ECHA R4BP 3
質管理
新規・既存化学物
物質情報交換フォーラム（SIEF)の解説
質管理

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/?uri=celex:32011R0182
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0009&from=E
http://chemicalnet.env.go.jp/pdf/4_factsheet_toll_manufacturer_jpn.pdf
https://echa.europa.eu/support/helpdesks/
https://echa.europa.eu/about-us/partners-andnetworks/helpnet/2019
https://echa.europa.eu/documents/10162/21877836/nhd_
activities_2017_en.pdf/f1e1189e-57ab-b811-ce9fhttps://echa.europa.eu/support/dossier-submissiontools/r4bp

https://echa.europa.eu/documents/10162/1363
1/data_sharing_fact_sheet_en.pdf/f84f1135e0d4-42a9-be8f-81e9fc726aa0

https://echa.europa.eu/view-article/新規・既存化学物 同じ物質の共同登録のためのREACH-IT
/journal_content/title/reach-it-is-back-up-echa-clarifies質管理
バージョンアップの案内
criteria-for-one-substance-one-registration
新規・既存化学物
https://echa.europa.eu/documents/10162/13552/reach_ro
ECHA's REACH 2018ロードマップ
質管理
admap_2018_web_final_en.pdf
新規・既存化学物 REACH規則附属書IIIの基準が適用される https://echa.europa.eu/documents/10162/2621167/echa_a
質管理
登録者の支援戦略
nnex_iii_strategy_en.pdf
新規・既存化学物 REACH規則附属書III基準に適合する可能 https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex質管理
性のある物質リスト（附属書IIIインベントリー） iii-inventory
新規・既存化学物 REACH規則附属書III基準に適合すると疑 https://echa.europa.eu/documents/10162/22332820/anne
質管理
われる物質インベントリーの作成 技術文書 x_iii_preparation_inventory_en.pdf
新規・既存化学物 登録義務が免除される附属書Vに関するガ https://www.echa.europa.eu/documents/10162/23036412/
質管理
イダンス
annex_v_en.pdf/8db56598-f7b7-41ba-91df-c55f9f626545
新規・既存化学物
https://iuclid6.echa.europa.eu/view-article/IUCLID 6
質管理
/journal_content/title/na-29-04-2016-iuclid-6-is新規・既存化学物 REACH規則川下ユーザー向けQ＆A更新 https://echa.europa.eu/support/qas-support/browse/質管理
版
/qa/70Qx/view/scope/REACH/Downstream+users
新規・既存化学物
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidanceREACH規則のガイダンス
質管理
on-reach

https://echa.europa.eu/documents/10162/1365
5/reach_factsheet_on_communication_obligation_
en.pdf

EU

新規・既存化学物 ECHA ファクトシート
質管理
（ECHA-12-FS-07-EN）

EU

電子部品中のセラミック物質表記に関する
新規・既存化学物
https://home.jeita.or.jp/ecb/pdf/ceramic_guideline_3.1_j.pd
ガイドライン
質管理
f
第3.1版

EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU

新規・既存化学物
ＣＳＡガイダンス文書（ＰＤＦ）
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理

SVHCリスト（Candidate List)

https://echa.europa.eu/documents/10162/23047722/r12_g
uidance_draft_for_peg_201502_en.pdf/fba9657e-966f-489abefb-a5d6e88f764f
https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Candidate List収載物質が成形品に利用さ
れる可能性のある情報
第16次SVHC提案の4物質について追加の
合意

https://echa.europa.eu/information-onchemicals/candidate-list-substances-in-articles-table
https://echa.europa.eu/-/member-state-committeeissues-four-svhc-agreements-and-two-opinions
https://echa.europa.eu/documents/10162/19126370/svhc_
SVHC Roadmap to 2020
roadmap_implementation_plan_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/19126370/svhc_
SVHC Roadmap 年次報告書2015年度版
roadmap_2016_en.pdf
SVHC Roadmap 年次報告書2018年4月度 https://echa.europa.eu/documents/10162/23668985/svhc_
版
roadmap_annual_report.pdf/66b7cfc1-058f-88a2-bc31SVHCリスト（Candidate List)更新（1物質追 https://echa.europa.eu/-/one-new-substance加）の
added-to-the-candidate-list
ECHAニュース(2017.7.10)
https://echa.europa.eu/view-article/新規・既存化学物 SVHC特定に関する新規9物質のパプリック
/journal_content/title/echa-weekly-6質管理
コンサルテーションの開始

september-2017

EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU

EU

EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU

新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理

鉛のCandidate List of substances
ECHA 成 形 品 中 の SVHC 有 無 に 関 す る
データベース構築の発表(2018.7.11)
ECHA 成形品データベースシナリオ案

成形品データベースシナリオ案に対する意
見（12団体）
成形品データベースシナリオ案に関する
ワークショップ
成形品中の物質の要求事項に関するガイ
ダンス(ver.4)
成形品中の物質の要求事項に関するガイ
新規・既存化学物
ダンス簡易版
質管理
（GUIDANCE IN A NUTSHELL 2017.12)
成形品中のCL物質に関するパイロットプロ
REACH
ジェクト最終報告書
新規・既存化学物
成形品データベース（SCIP)
質管理

https://echa.europa.eu/candidate-list-table//dislist/details/0b0236e182607ea6
https://echa.europa.eu/-/new-database-on-candidatelist-substances-in-articles-by-2021
https://echa.europa.eu/documents/10162/24198999/scen
ario_en.pdf/3021c958-d5f3-e618-5e05-be59b139822c
https://ueapme.com/IMG/pdf/181019_Joint_position_on_th
e_Waste_Framework_Directive_Database.pdf
https://echa.europa.eu/-/workshop-on-waste-frameworkdirective-database-22-23-10-2018
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/articl
es_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/nuts
hell_guidance_articles2_en.pdf/1e13dcce-b46b-43cb-904e6c4675613e9d
https://echa.europa.eu/documents/10162/13577/sia_pilot_
project_report_en.pdf/f9fc153b-a322-43be-1ba1-

https://echa.europa.eu/scip-database
https://echa.europa.eu/support/qassupport/browse/新規・既存化学物 成形品データベースに関するQ&A
質管理
（SCIP)
/qa/70Qx/view/topic/Waste+Framework+Direct
ive+-+SCIP+database
成 形 品 デ ー タ ベ ー ス の 詳 細 情 報 要 件 https://echa.europa.eu/documents/10162/2821
新規・既存化学物
2019.9
3971/scip_information_requirements_en.pdf/9715
質管理
（SCIP）
c4b1-d5fb-b2de-bfb0-c216ee6a785d
https://echa.europa.eu/registry-of-svhc新規・既存化学物
ECHA加盟国委員会のSVHC意見一覧
質管理
intentions
https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/7th_axiv_
新規・既存化学物 第7次附属書XIV収載勧告提案物質 勧告
recommendation_november2016_en.pdf/3e11377b-edd8質管理
案
46d3-a29c-1978c41db3ad
https://echa.europa.eu/view-article/新規・既存化学物 第7次附属書XIV収載物質勧告案の意見募
/journal_content/title/echa-consults-on-11-substances質管理
集
to-be-proposed-for-authorisation
https://echa.europa.eu/-/echa-proposes-nine新規・既存化学物
第7次附属書XIV収載物質勧告の発表
質管理
substances-for-authorisation
新規・既存化学物
https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/7th_reco
第7次附属書ＸＩＶ収載勧告案物質リスト
質管理
m_draft_axiv_entries_en.pdf
新規・既存化学物 附属書ＸＩＶ収載物質 追加の委員会規則 https://eur-lex.europa.eu/legal質管理
(EU) 2017/999 (2017.6.14官報公布）
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0999&from=E
新規・既存化学物
https://echa.europa.eu/recommendation-for-inclusion-in第7次勧告案で一部物質の収載取り下げ案
質管理
the-authorisation-list
新規・既存化学物 第8次附属書XIV収載勧告提案物質 勧告 https://echa.europa.eu/-/echa-proposes-seven質管理
案
substances-for-authorisation

https://echa.europa.eu/-/public-consultationon-18-substances-proposed-for-authorisationunder-reach

EU

新規・既存化学物 第9次附属書XIV収載勧告提案物質 勧告
質管理
案

EU

https://echa.europa.eu/documents/10162/23821863/news
新規・既存化学物 第9次附属書XIV収載勧告提案物質 勧告
_annex_ninth_authorisation_list_recommendation_pc_en/8d8a
質管理
案意見募集
6ad4-86b2-2840-321e-8a963eb0e685

EU
EU

EU

EU
EU
EU

EU
EU

https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/prioritisa
tion_results_cl_substances_sept_2018_en.pdf/57d8dcbea339-4de2-dfcd-10fa7252b44e
新規・既存化学物
https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/gen_appr
第9次勧告案 優先順位付けルールの解説
質管理
oach_svhc_prior_in_recommendations_en.pdf
新規・既存化学物 第9次勧告案 優先順位付け検討結果
質管理
（抜粋）

http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tbt/en/search/?tbtaction=search.det
ail&Country_id=EU&num=643&dspLang=EN&basd
新規・既存化学物 附属書XIVに12物質を追加収載するための
atedeb=&basdatefin=&baspays=HUN&basnotifnu
質管理
規則案のWTO TBT通知 (2019.2.15)
m=30&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywor
ds=&CFID=995932&CFTOKEN=7c22c4b8acaca0
a-71061C13-F91A-5B22-2AE5D5CAB9375364
成形品中のSVHC listに収載されたSVHC
新規・既存化学物
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL
0.1％についての濃度算出の単位や届出、
質管理
&num=C-106/14
情報提供義務についての欧州裁判所の判
https://echa.europa.eu/documents/10162/13577/final_rep
新規・既存化学物 認可に関するパイロットプロジェクト（第2弾）
ort_second_forum_pilot_project_on_authorisation_en.pdf/414d
質管理
報告書
33b7-cc65-c4a7-202b-629db3375110
認可に関するパイロットプロジェクト（第2弾） https://echa.europa.eu/-/reach-inspectors-find-that-not新規・既存化学物
報告書
all-companies-are-complying-with-authorisation質管理
に関するECHAニュース（2017.6.22)
requirements
認可に関するパイロットプロジェクト（第3弾） https://echa.europa.eu/-/more-enforcement新規・既存化学物
の 2019 年 実 施 決 定 と い う ECHA ニ ュ ー ス on-authorisation-and-registration-coming-up質管理
（2017.6.27)
for-2019
新規・既存化学物 過去10年間で21,551物質が登録されたとの https://echa.europa.eu/-/21-551-chemicals-on-eu質管理
プレスリリース (2018.6.1)
market-now-registered

EU

新規・既存化学物 DEHP含有リサイクルPVCの使用に関する
質管理
認可

EU

新規・既存化学物
HBCDDの２用途の認可の官報公示
質管理

EU
EU
EU
EU

EU
EU

新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理

制限物質のRegistry of Intentions
フタル酸エステル類の制限提案

4種のフタル酸エステル化合物に対する制
限案への第1次募集意見に関する報告
ECHAの社会経済分析委員会が4種のフタ
新規・既存化学物
ル酸エステルの制限提案を採択
質管理
(2017.6.20)
4種のフタル酸エステル化合物の有害性追
新規・既存化学物
加の公示
質管理
(EU) 2017/1210
新規・既存化学物
附属書XVIIの改正
質管理

EU

新規・既存化学物
附属書XVIIの改正（メタノール）
質管理

EU

新規・既存化学物
附属書XVIIの改正（PFOA）
質管理

EU

新規・既存化学物 PFOAに関するREACH規則の改定につい
質管理
ての官報

EU

PFOAその塩およびPFOA関連化合物を規
新規・既存化学物
則 (EU) 2019/1021附属書Ⅰ収載に関する
質管理
修正の委員会委任規則草案１

EU

PFOAその塩およびPFOA関連化合物を規
新規・既存化学物
則 (EU) 2019/1021附属書Ⅰ収載に関する
質管理
修正の委員会委任規則草案２

EU

新規・既存化学物
規則2019/1021（EU POPs規則）
質管理

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1480219424767&uri=CEL
EX:52016XC0622(01)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0113(01)&fr
om=EN
https://echa.europa.eu/registry-of-current-restrictionproposal-intentions
previous-consultations-on-restriction-proposals
https://echa.europa.eu/previous-consultations-onrestriction-proposals
https://echa.europa.eu/-/seac-adopts-two-restrictionproposals-on-four-phthalates-and-on-tdfas-in-spraysused-by-the-general-public

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1210
&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2235&from=IT
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Countr
y_ID=EU&num=410&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=
&baspays=&basnotifnum=&basnotifnum2=&bastypepays=AN
Y&baskeywords=1907%2F2006
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Countr
y_ID=EU&num=411&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=
&baspays=&basnotifnum=&basnotifnum2=&bastypepays=AN
Y&baskeywords=1907%2F2006

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1000
&qid=1497592999609&from=EN
https://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/initiative/12057/publication/6059574
/attachment/090166e5c90faac1_en
https://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/initiative/12057/publication/6059574
/attachment/090166e5c90faac2_en
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex:32019R1021

EU
EU

EU
EU
EU

EU

EU
EU
EU

EU

EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU

https://echa.europa.eu/documents/10162/7a04
b630-e00a-a9c5-bc85-0de793f6643c
https://echa.europa.eu/documents/10162/1364
新規・既存化学物
PFOAに関するRAC / SEAC意見書
1/rest_pfoa_compiled_opinions_en.pdf/2f0dfce0質管理
3dcf-4398-8d6b-2e59c86446be
https://eur-lex.europa.eu/legal新規・既存化学物
PFOAに関する附属書VXIIの修正規則
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1000
質管理
&from=EN
新規・既存化学物 規則(EC)850/2004（EU POPs規則）の附属 https://eur-lex.europa.eu/legal質管理
書I
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0850
https://eur-lex.europa.eu/legalDicofol のリスト収載に関する規則 (EU)
新規・既存化学物
2019/1021の附属書Ⅰを修正する委員会委 content/EN/TXT/HTML/?uri=PI_COM:Ares(201
質管理
任規則
9)7227996&qid=1575762676034&from=EN
新規・既存化学物
附属書XVII エントリー67（PFOA）
質管理

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Countr
y_ID=EU&num=494&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=
&baspays=&basnotifnum=&basnotifnum2=&bastypepays=AN
Y&baskeywords=1907%2F2006
新規・既存化学物
https://echa.europa.eu/documents/10162/176064a8附属書XVII エントリー50
質管理
0896-4124-87e1-75cdf2008d59
新規・既存化学物 1－メチル－2－ピロリドン（NMP）（CAS番号 https://echa.europa.eu/documents/10162/f6cd9c0f-47b0質管理
872-50-4）を制限物質として提案する背景 48d0-abfa-8e4224b3620e
新規・既存化学物 NMPは通常のゴム手袋では透過してしまう https://www.sanei.or.jp/images/contents/290/N-Methyl質管理
ことの報告
2-pyrrolidone.pdf
新規・既存化学物
附属書XVIIの改正案（NMP）
質管理

https://echa.europa.eu/information-onchemicals/evaluation/community-rolling-action新規・既存化学物 共同体ローリングアクションプラン（CoRAP） plan/corap-table/-/dislist/name/-/ecNumber/質管理
物質評価リスト（2020/4）
/casNumber/-/lec_submitter//cse_public_lifecycle/Not+started/haz_detailed_c
oncern/-/
https://echa.europa.eu/web/guest/information新規・既存化学物 共同体ローリングアクションプラン（CoRAP）
on-chemicals/evaluation/community-rolling質管理
暦年対象物質リスト
action-plan/corap-list-of-substances
新規・既存化学物 共同体ローリングアクションプラン（CoRAP） https://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/subs
質管理
トップページ
tance-evaluation/community-rolling-action-plan
新規・既存化学物
SIN (Substitute It Now!) List
https://www.chemsec.org/what-we-do/sin-list
質管理
https://www.actu-environnement.com/ae/news/reach新規・既存化学物
フランスの成形品に関する問題提起
notion-article-cjue-echa-substances-extremement質管理
preoccupantes-20938.php4
新規・既存化学物 成形品分母の解釈に関する欧州司法裁判 http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62014CJ0106
質管理
所の先決裁定
&lang1=en&type=TXT&ancre=
新規・既存化学物 REACH規則の解釈に関する欧州司法裁判 https://eur-lex.europa.eu/legal質管理
所の判決
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0472
新規・既存化学物
https://echa.europa.eu/about-us/who-we執行情報交換フォーラム
質管理
are/enforcement-forum

https://echa.europa.eu/about-us/who-weare/enforcement-forum/meetings-of-theforum/2017
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執行情報交換フォーラム全体会議(2017年）
質管理

EU

https://echa.europa.eu/view-article/新規・既存化学物 化学品と成形品に含まれる物質のインター
/journal_content/title/forum-starts-projects-on-internet質管理
ネット取引に関するプロジェクト
trade-of-chemicals-and-on-substances-in-articles

EU

新規・既存化学物 混合物のインターネット販売に関するパイ
質管理
ロットプログラム最終報告書

EU
EU
EU
EU
EU

https://echa.europa.eu/-/82-of-inspectedinternet-advertisements-for-hazardouschemicals-lack-required-warning

新規・既存化学物 REF8のテーマで「物質・混合物・成形品の https://echa.europa.eu/-/inspectors-decide-to-check質管理
インターネット販売」を取り上げる旨の公表 internet-sales-of-chemicals
ECHA ニュースリリース 2019.11.19
https://echa.europa.eu/-/inspectors-in-the-eu-toREACH
第9次REACH EN FORCE（REF-9）」プロ
target-reach-authorisation-duties
ジェクト；「認可対象物質」の順守状況の確
新規・既存化学物
https://echa.europa.eu/documents/10162/13577/ref_3_rep
REACH-EN-FORCE 3の最終報告書
質管理
ort_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/23563002/f28_p
新規・既存化学物
REF-4結果概要
res_15_1_ainalised_forum_projects_en.pdf/38b37ff5-3872質管理
ff06-9ee9-4ccb67d2449e
新規・既存化学物
https://echa.europa.eu/documents/10162/13577/ref_4_rep
REF-4最終報告書
質管理
ort_en.pdf/b53f5cd9-64a4-c120-1953-e9e176b9c282
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新規・既存化学物 認可対象物質に関するパイロットプログラム https://echa.europa.eu/documents/10162/13577/first_foru
質管理
調査報告書
m_pilot_project_authorisation_en.pdf
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SDSチェックリスト
質管理
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https://echa.europa.eu/documents/10162/9660
58/sds_checklist_en.pdf/7c2ed7e8-3924-42d1a635-5a3adc71f964
新規・既存化学物 子供の誤用防止留め具の設置に関するパ https://echa.europa.eu/documents/10162/1357
質管理
イロットプロジェクト報告書
7/forum_pilot_project_crf_en.pdf
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
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CMRsおよび皮膚感作性に関するパイロット https://echa.europa.eu/documents/10162/13577/cmrs_ski
プロジェクト報告書
n_sensitisers_report_en.pdf
http://www.hillingdon.gov.uk/media/24556/Due-diligenceデューディリジェンス主張のためのガイド
defence/pdf/Due_diligence_defence_guidance_notes.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/2852/pdfs/uksi_2
英国のREACH施行規則2008
0082852_en.pdf
フランスのDETOX法案（懸念物質につい
http://www.senat.fr/leg/ppl15-302.html
て、企業に代替を推奨する制度の創設）
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=
Canadian Oil Company Sweden AB の訴訟
&docid=172869&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&
の判決に関する法務官の意見書
occ=first&part=1&cid=1042183
ナノマテリアルの登録情報の追加提供要請 https://echa.europa.eu/documents/10162/13574/a_011_20
がされたことに対する上訴事案
14_announcement_en.pdf
ナ ノ マ テ リ ア ル 登 録 ガ イ ダンス の付 録4
https://echa.europa.eu/documents/10162/13564/appendix
（ Appendix 4: Recommendations for
_4_nano_registration_committees_en.pdf/1abb12d1-88a2nanomaterials applicable to the Guidance
b386-0907-c67d05105378
on Registration）の草案
https://eurナノマテリアルの定義に関する欧州委員会
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:2
の勧告
75:0038:0040:en:PDF
REACH規則におけるナノ物質の登録のた http://ec.europa.eu/info/law/betterめの附属書の改定草案
regulation/initiatives/ares-2017-4925011_en
ナ ノ 物 質 の 定 義 に 関 す る 委 員 会 助 言 http://ec.europa.eu/info/law/better2011/698/EU
regulation/initiatives/ares-2017-4513169

新規・既存化学物 欧州委員会の勧告 ナノマテリアルの定義
質管理
(2011/696/EU)
新規・既存化学物 ナノ物質の登録に関する改正規則
質管理
COMMISSION REGULATION (EU)
ナノ形態に適用される登録と物質同定のガ
イダンスの付録
新規・既存化学物
Appendix for nanoforms applicable to the
質管理
Guidance on Registration and Substance
Identification)
ナノマテリアル登録のガイダンスの付録4の
その他
草案
（発表後）

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1881&from=en

ナノマテリアル登録のガイダンスの付録4の
草案
（フォーラム、加盟国委員会、リスク評価委
員会のレビュー）

https://echa.europa.eu/documents/10162/1356
4/
appendix_4_nano_registration_committees_en.pdf/
1abb12d1-88a2-b386-0907-c67d05105378

その他

ナノ形態に適用されるQSARsと化学物質の
グループ分けに関するガイダンスの付録
新規・既存化学物
R.6-1
質管理
(Appendix R.6-1 for nanoforms applicable
to the Guidance on QSARs and Grouping
新規・既存化学物 ナノ形状をカバーする登録書類の作成方
質管理
法：ベストプラクティス
ナノマテリアルの登録情報の追加提供要請
その他
がされたことに対する上訴事案

EU

その他

ナノスケール物質の規制的側面

EU

その他
新規・既存化学物
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質管理
新規・既存化学物
質管理

EUON ナノマテリアル データベース
REACH登録の情報提出から登録情報の公
開まで
決定 ECHAにより採択された2013年7月19
日の決定（A－022－2013）を取り消す

EU
EU
EU
EU

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2011:275:0038:0040:en:PDF

データ共有の実施規則
データ共有の手引き

https://echa.europa.eu/documents/10162/1365
5/how_to_register_nano_en.pdf/f8c046ec-f60b4349-492b-e915fd9e3ca0
https://echa.europa.eu/documents/10162/23047722/appe
ndix_reg_nano_draft_for_peg_en.pdf/faab274d-5aaa-4c5cb484-3de9719da66a

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/appe
ndix_r6_nanomaterials_en.pdf/71ad76f0-ab4c-fb04-acba074cf045eaaa
https://echa.europa.eu/documents/10162/13655/how_to_r
egister_nano_en.pdf/f8c046ec-f60b-4349-492b-

https://echa.europa.eu/documents/10162/1357
4/a_011_2014_announcement_en.pdf
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CO
M:2008:0366:FIN:EN:PDF%20
https://euon.echa.europa.eu/search-for-nanomaterials
https://echa.europa.eu/support/registration/fromsubmission-to-decision
https://echa.europa.eu/documents/10162/56569ebe-dc6f4831-aa72-6cc4819293ee
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0009
https://echa.europa.eu/documents/10162/13631/guidance
_on_data_sharing_en.pdf/545e4463-9e67-43f0-852f-
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完全性チェック結果
ECHA REACH ／ CLP 規 則 の 実 践 ガ イ ド
（原文）
ECHA 一式文書提出ツールのマニュアル
類
ECHA REACH規則における
遅延予備登録への注意喚起
Dissemination and Confidentiality under
REACH Regulation

https://echa.europa.eu/-/enhanced-completeness-checkdelivers-its-first-results
https://echa.europa.eu/practical-guides
https://echa.europa.eu/manuals

https://echa.europa.eu/-/last-call-to-preregister-your-low-volume-chemicals

https://echa.europa.eu/documents/10162/22308542/manu
al_dissemination_en.pdf/7e0b87c2-2681-4380-8389https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC
REACH第5次附属書XIV収載物質案
/16_3955_00_e.pdf
REACHにおける認可の社会的影響に関す https://echa.europa.eu/-/report-echa-s-scrutiny-has-aる報告書
profound-impact-on-authorisation-decisions
ECHA 採択された制限提案

https://echa.europa.eu/previous-consultationson-restriction-proposals

ECHA 提出された制限提案書文書の意見
https://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration
募集
ECHA 制限提案意向

https://echa.europa.eu/registry-of-restrictionintentions

http://ec.europa.eu/growth/toolsEU内のプラスチック使用量を低減するため databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Countr
新規・既存化学物
の義務を課す指令の立案および指令案の y_ID=EU&num=642&dspLang=en&basdatedeb=01/11/2018&
質管理
WTO TBT通知（2019.2.12)
basdatefin=24/03/2019&baspays=&basnotifnum=&basnotifn
um2=&bastypepays=CE&baskeywords=
新規・既存化学物
https://www.env.go.jp/chemi/report/h16環境省資料 ビスフェノールＡ
質管理
01/pdf/chap01/02_2_15.pdf
製品評価技術基盤機構「化学物質リスク評
新規・既存化学物
価管理研究会ビスフェノールA リスク評価中 http://www.nite.go.jp/data/000010066.pdf
質管理
間報告書」
新規・既存化学物 ポリカーボネート樹脂技術研究会 ポリカー
http://www.polycarbo.gr.jp/howto/howto_03.html
質管理
ボネートとビスフェノールAの安全性につい
新規・既存化学物 玩具中のBPAに関する特定制限値を改正 http://eur-lex.europa.eu/legal質管理
する委員会指令（（EU）2017／898）
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0898&from=E
RAC/SEACの「ジイソシアネート化合物」お https://echa.europa.eu/-/restriction-proposal-on新規・既存化学物
よび「PVC製品へ安定剤としての鉛化合物」 diisocyanates-and-several-authorisation-applications質管理
の制限提案合意
agreed-by-rac-and-seac
https://vinylplus.eu/programme/voluntary新規・既存化学物 The Voluntary Commitment of the
質管理
European PVC industry
commitment
新規・既存化学物
塩ビ工業・環境協会 出荷量
http://www.vec.gr.jp/lib/lib2_6.html#bb
質管理
ECHA Enforcement project to check
新規・既存化学物
https://echa.europa.eu/-/enforcement-project-to-checkcompliance with the obligations of
質管理
compliance-with-the-obligations-of-substances-in-articles
substances in articles
新規・既存化学物
https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/chemicals-inEU LIFE Projekt AskREACH
質管理
articles-eu-life-projekt-askreach
新規・既存化学物
https://www.umweltbundesamt.de/themen/appスマートフォンアプリ Scan4Chem
質管理
scan4chem-erleichtert-anfragen-zu-chemikalien
新規・既存化学物
スマートフォンアプリ ToxFox (2020/4)
https://www.bund.net/themen/chemie/toxfox/
質管理
新規・既存化学物
スマートフォンアプリ TjekKemien
http://tjekkemien.dk/
質管理
ECHA RACおよびSEACで採択された意見
新規・既存化学物
https://echa.europa.eu/documents/10162/a265bf86-5fbdrestrictions on FOUR PHTHALATES
質管理
496b-87b4-63ff238de2f7
(DEHP, BBP, DBP, DIBP)
https://echa.europa.eu/-/seven-new-substances-added新規・既存化学物 ECHA 2018年1月15日付認可対象候補物
to-the-candidate-list-entry-for-bisphenol-a-updated-to質管理
質リスト 7物質収載
reflect-its-endocrine-disrupting-properties-for-the有機顔料中に副生するPCB の
新規・既存化学物
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/seisan/yuuki_
工業技術的・経済的に低減可能なレベルに
質管理
pcb2/pdf/report_02_01.pdf
関する報告書
European Commission - Press release
新規・既存化学物 Plastic Waste: a European strategy to
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_en.htm
質管理
protect the planet, defend our citizens and
empower our industries
2017年12月 欧州委員会からECHAへの「オ https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/oxy_plas
新規・既存化学物
キソプラスチックの意図的使用の制限をする tics_cion_reqst_axvdossier_en.pdf/f39bdf75-46e9-b14a質管理
提案書(附属書XV)の作成」の要請
55f3-56346871483c
2017年12月 欧州委員会からECHAへの「マ https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/micropla
新規・既存化学物
イクロプラスチックの意図的使用の制限をす stics_cion_reqst_axvdossier_en.pdf/5c8be037-3f81-266a質管理
る提案書(附属書XV)の作成」の要請
d71b-1a67ec01cbf9
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ECHA オキソプラスチックとマイクロプラス
チックの制限提案の作成に着手する発表
236 substances shortlisted for possible
regulatory action

新規・既存化学物 ECHA A Common Screening Approach
質管理
for REACH and CLP Processes

https://echa.europa.eu/-/echa-to-consider-restrictionson-the-use-of-oxo-plastics-and-microplasti-1
https://echa.europa.eu/-/236-substances-shortlisted-forpossible-regulatory-action
https://echa.europa.eu/documents/10162/19126370/com
mon_screening_approach_en.pdf/b195b928-25ce-4a1c9eec-8f58ca724f58

責任者連絡会議(DCG)による、段階的導入
https://echa.europa.eu/documents/10162/13559/180531_
新規・既存化学物 物質の共同登録においてSIEFのような共同
dcg_recommendation_continued_cooperation_en/35fc05b0質管理
登録者間の協力体制を今後も維持すべきと
13ba-0e94-b069-2e0ea19dc0f3
の勧告 (2018.5.31)
新規・既存化学物
認可対象物質リスト
https://echa.europa.eu/authorisation-list
質管理
新規・既存化学物 「EUにおけるより安全な化学物質への代替 https://echa.europa.eu/-/new-strategy-promotes質管理
を促進する新しい戦略」
substitution-to-safer-chemicals-in-the-eu
新規・既存化学物 Strategy to promote substitution to safer
https://echa.europa.eu/documents/10162/13630/250118_
質管理
chemicals through innovation
substitution_strategy_en.pdf/bce91d57-9dfc-2a46-4afdhttps://eur-lex.europa.eu/legal新規・既存化学物
附属書XVIIの改正（2018年1月10日）
content/EN/TXT/?qid=1522140005352&uri=CELEX:32018
質管理
R0035
新規・既存化学物
https://echa.europa.eu/documents/10162/13577/compend
制限対象物質の分析手法
質管理
ium_of_analytical_methods_en.pdf
附属書XVII エントリー#51第3節（玩具およ
新規・既存化学物
び育児用品へのDEHP、DBP、BBPの使用 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/326/oj/eng
質管理
制限見直し文言）の削除
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Countr
新規・既存化学物 附属書XVII エントリー#51修正制限案を
y_ID=EU&num=564&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=
質管理
WTOへTBT通報(2018.3.28)
&baspays=&basnotifnum=&basnotifnum2=&bastypepays=CE
&baskeywords=REACH
室内用途の成形品および皮膚、粘膜細胞 https://eur-lex.europa.eu/legal新規・既存化学物
へ直接接触する成形品中のDEHP、DBP、 content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0809%2801%
質管理
BBP、およびDIBPの総含有量を制限する提 29&from=EN
1,3‐ジオキソ‐1,3‐ジヒドロイソベンゾフラン‐ https://eur-lex.europa.eu/legal新規・既存化学物
5‐カルボン酸（TMA）をCL物質に収載する content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0594&from=E
質管理
委員会決定の官報公示 (EU) 2018/594
N
フタル酸ジシクロヘキシル（DCHP）をCL物 https://eur-lex.europa.eu/legal新規・既存化学物
質に収載する委員会決定の官報公示 (EU) content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0636&from=E
質管理
2018/636
N
ヘキサン‐1,6-ジオールジアクリラートをCL https://eur-lex.europa.eu/legal新規・既存化学物
物質に収載しない委員会決定の官報公示 content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2091&from=E
質管理
(EU) 2016/2091
N
ECHA Weekly 2018.4.25
新規・既存化学物
https://echa.europa.eu/view-article/DCHP及びTMAをCL物質に追加する予定
質管理
/journal_content/title/echa-weekly-25-april-2018
の発表
新規・既存化学物
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https://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/initiatives/ares-2018-884978_en
http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/Ro
HS_Pack_10/RoHS_Ex_Project_Description_Pack_10.pdf
http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/re
ports/20160602_Final_Report_RoHS_Pack_10_Cd_QDs.pdf
http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/Ro
HS_Pack_11/
RoHS_Ex_Project_Description_Pack11.pdf
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Pack18の意見募集

https://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=
342

UK 発 行 RoHS Enforcement Guidance https://www.epa.ie/pubs/advice/waste/rohs/RoHS%20Enfo
Document 2006.5
rcement%20Guidance%20Document%20https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
UK RoHS(I)指令 順法フロー
attachment_data/file/31803/11-526-rohs-regulationsgovernment-guidance-notes.pdf
https://www.gov.uk/guidance/rohs-compliance-andUK発行 RoHS（II)指令順法ガイド
guidance
UK デューデリジェンス防衛ガイダンスノート https://www.hillingdon.gov.uk/media/24556/Due（Due diligence defence guidance notes）
diligencehttps://www.bomcheck.net/assets/docs/Guide%20to%20Usi
BOMCheckのガイド
ng%20BOMcheck%20and%20EN%2050581%20to%20Comply%2
0with%20RoHS2%20Technical%20Documentation%20Require
https://eur-lex.europa.eu/legal委員会委任指令 （EU） 2016／1028
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1028&qid=146
7612968704&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal委員会委任指令（EU） 2016／1029
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1029&qid=146
7613069670&from=EN
https://ec.europa.eu/growth/tools附属書IIIを改正する3つの委員会委任指令 databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Countr
y_ID=EU&num=423&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=
案
&baspays
(G/TBT/N/EU/423)
=&basnotifnum=&basnotifnum2=&bastypepays=ANY&baskey
https://ec.europa.eu/growth/tools附属書IIIを改正する3つの委員会委任指令 databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Countr
y_ID=EU&num=424&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=
案
&baspays
(G/TBT/N/EU/424)
=&basnotifnum=&basnotifnum2=&bastypepays=ANY&baskey
https://ec.europa.eu/growth/tools附属書IIIを改正する3つの委員会委任指令 databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Countr
y_ID=EU&num=425&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=
案
&baspays
(G/TBT/N/EU/425)
=&basnotifnum=&basnotifnum2=&bastypepays=ANY&baskey
附属書III 9(b)の適用除外用途についての https://eur-lex.europa.eu/legal改正の官報公示
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1010&qid=149
(2017.6.16)
7950455214&from=EN
附属書III 13(a)の適用除外用途についての https://eur-lex.europa.eu/legal改正の官報公示
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1011&qid=149
(2017.6.16)
7950455214&from=EN
附属書III 13(b)の適用除外用途についての https://eur-lex.europa.eu/legal改正の官報公示
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1009&qid=149
(2017.6.16)
7950455214&from=EN
RoHS（I）指令（2002／95／EC）のレビュー
https://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/era_stu
カテゴリ8 ／9 －最終報告書（ ERA報告書
dy_final_report.pdf
2006-0383）
https://eur(決定768／2008／EC）モジュールAによる
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:2
技術文書を作成して適合性を証明する義務
18:0082:0128:en:PDF
欧州委員会提案によるRoHS（II）指令改正 https://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/pdf/up
案 2017/0013
date_legislation.pdf
https://ec.europa.eu/growth/toolsRoHS指令（2011／65／EU）附属書III適用 databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Countr
除外用途を改正する委員会指令案
y_ID=EU&num=452&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=
(G/TBT/N/EU/452)
&baspays=&basnotifnum=&basnotifnum2=&bastypepays=AN
Y&baskeywords=2011%2F65%2FEU
附属書III 適用除外用途改正の官報公示 https://eur-lex.europa.eu/legal(2018.5.18)
content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2018:123:TOC
附属書III 適用除外のうち、鉛含有の適用
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/Vi
除外を改正する委員会委任指令のTBT通
ew/142887?FromAllNotifications=True
報
附属書III 適用除外のうち、鉛含有の適用
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/Vi
除外を改正する委員会委任指令のTBT通
ew/142904?FromAllNotifications=True
報
附属書III ガラスまたはセラミック中の鉛を含
https://eur-lex.europa.eu/legalむ電子部品の適用除外有効期限設定の官
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0736
報公示 (EU) 2018/736
Packシリーズの進捗状況
https://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=127
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Countr
2017年3月23日に改正案をWTO／TBT通
y_ID=EU&num=460&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=
告
&baspays=&basnotifnum=&basnotifnum2=&bastypepays=AN
Y&baskeywords=2011%2F65%2FEU

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_137_R_0003&fro
https://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/initiative/1891/publication/301570/attachment
/090166e5bda362c7_en
https://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/initiatives/ares-20183106007/feedback_en?p_id=301570
https://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/R
oHS_Pack_15/Project_Description_RoHS_15_final.pdf
https://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/R
oHS_Pack_16/RoHS_Pack-16_final_report_final_version.pdf
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(EU) 2015/863 附属書II
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RoHS

RoHS(II)指令見直しに関するロードマップ
(2018.9.14)
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RoHS

ロードマップに対する業界団体からの意見
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Pack15 プロジェクト概要
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Pack16 プロジェクト概要
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用途の除外（附属書III及び附属書IV）の更
新手順に関する環境総局の情報開示RoHS https://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/adaptat
Study
ion_en.htm#

EU

RoHS

用途の除外（附属書III及び附属書IV）の更
新手順に関する環境総局の情報開示RoHS
Study コンサルタントの推奨事項に関する

EU

RoHS

用途除外の申請リスト（2020．3．2時点）

RoHS(II)適用除外申請 2017-6に対する論
https://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=283
点の公表
Environmental Science & Technology 誌 の
論文「密閉空間におけるポリ塩化ビニル床 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es2035625
材のDEHPの拡散に及ぼす温度の影響」
https://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/R
Pack17 プロジェクト概要
oHS_Pack_17/RoHS_Ex_Project_Description_Pack17.pdf
https://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/R
Pack17 技術的要求
oHS_Pack_17/Technical_Request_RoHS_Pack_17.pdf
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/201001041750
RoHS施行ガイダンス文書(Ver.1 2006.5)
41/http://www.berr.gov.uk/files/file30049.pdf
https://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=307
https://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=316
電気電子機器の物質規制からの6つの免除
https://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=308
要求に関するステークホルダー協議
https://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=309
https://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=310
RoHS指令の下での免除要求評価に関する https://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/R
利害関係者協議
oHS_Pack_17/GuidanceRoHS(II)の下で制限物質の新しい免除要求 https://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/R
を評価するリストの見直しを支援するための oHS_Pack_15/Project_Description_RoHS_15_final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal鋼材中の鉛に つい ての委員会委任指令
content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.123.01.0103.
（EU） 2018／7391
01.ENG
https://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/pdf/Ex
鋼材中の合金としてのの鉛についての適用
emptions%20list%20除外リスト
%20validity%20and%20rolling%20plan_7Feb%2019_public.xlsx
RoHS 2付属文書IIIおよびIVの技術的およ https://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/adaptat
び科学的進歩への適応
ion_en.htm
委員会委任指令（EU） 765／2008製品の販 https://eur-lex.europa.eu/legal売および廃止に関するレギュレーション
content/EN/TXT/?uri=celex:32008R0765&amplocale=en
決定 No 768/2008 EECを廃止するための https://eur-lex.europa.eu/legal共通の法的枠組みの確立
content/DE/TXT/?uri=CELEX:32008D0768
https://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/pdf/faq
RoHS(Ⅱ)指令のQ&A
EN IEC 63000-2018 有害物質の制限に関 .pdf
https://webstore.iec.ch/publication/25985
する電気・電子製品の評価に関する技術文
IEC63000:2017 有害物質の制限に関する https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/P
電気・電子製品の評価に関する技術文書 ages/TN-2019-009.aspx
(有料）
IEC 62321-8:2017 電気技術製品における
特定の物質の決定 -第8部:ガスクロマトグラ
フィー質量分析(GC-MS)によるポリマー中
のフタル酸エステル、熱分解器を用いたガ
スクロマトグラフィー質量分析(Py-TD-GCフタル酸エステル類の適用除外用途に関す
る最終報告書（パック14）
(2- エ チ ル ヘ キ シ ル ) フ タ ル 酸 エ ス テ ル
(DEHP)の適用除外用途に関するRoHS指令
附属書III改正案

https://webstore.iec.ch/publication/32719
https://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/r
eports/RoHS_Pack-14_final_report_amended_20190305.pdf
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tbt/nview.cfm?p=EU_652_EN

https://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_e
ee/studies_rohs1_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_e
ee/pdf/Copy%20of%20Exemptions%20list%20%20validity%20and%20rolling%20plan_03Mar%2020_
public.xlsx
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規則764/2008（他の加盟国で合法的に販
売されている製品への特定の国内技術規
則の適用に関する手続き）

https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2008:218:0021:0029:en:PDF

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.218.01.0030.01.
CEマーキング 規則 2019/1020
https://eur-lex.europa.eu/legal規則765/2008/EC改正
content/EN/TXT/?uri=celex:32019R1020
https://eur-lex.europa.eu/legalCEマーキング（決定768/2008/EC）
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008D0768
https://ec.europa.eu/growth/single-market/ceCEマーキング関連ページ
marking/index_en.htm
https://ec.europa.eu/growth/single-market/europeanニューアプローチ整合規格リスト
standards/harmonised-standards/index_en.htm
EU製品規則の実施に関する「ブルーガイ https://ec.europa.eu/growth/content/%E2%80%98blueド」2014年
guide%E2%80%99-implementation-eu-product-rules-0_en
EU製品規則の実施に関する「ブルーガイ https://ec.europa.eu/docsroom/documents/18027/attach
ド」2016
ments/1/translations/en/renditions/native
https://eur-lex.europa.eu/legalEMC指令（2014/30/EU） 初版
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0030&from=E
https://eur玩具指令（2009／48／EC）
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:1
70:0001:0037:en:PDF
玩具をEUへ上市する際の製造業者の
https://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/placing-on-eu義務となる必須安全要求事項、技術文書、
market_en
EC適合宣言
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17190/attach
玩具指令に関する技術文書ガイダンス
ments/1/translations
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Countr
玩具指令附属書II改正案
y_ID=EU&num=243&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=
&baspays=&basnotifnum=&basnotifnum2=&bastypepays=&ba
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Countr
玩具指令附属書II付録C改正案のWTOへ y_id=EU&num=635&dspLang=EN&basdatedeb=&basdatefin=
の通知
&baspays=HUN&basnotifnum=30&basnotifnum2=&bastypepa
ys=&baskeywords=&CFID=787642&CFTOKEN=206469a430
52a489-BA2F4196-923A-B42D-1976DD87A2952495
玩具指令付属書II付録Cへのホルムアミド収
https://eur-lex.europa.eu/legal載に
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2115&from=
関する公布
EN
Directive (EU) 2015/2115
玩具指令付属書II付録Cへの1,2-ベンゾイ
ソチアゾール
https://eur-lex.europa.eu/legal-3（2H）-オン収載に関する公布
content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2116&from=EN
Directive (EU) 2015/2116
玩具指令付属書II付録Cへの下記の物質か
らなる反応混合物：5クロロ-2-メチル-4-イソ
https://eur-lex.europa.eu/legalチアゾリン-3-オン［EC no. 247-500-7］およ
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2117&from=
び 2-メチル2H - イソチアゾル-3- オン［EC
EN
no.220-239-6］（3:1） 収載に関する公布
Directive (EU) 2015/2117
「玩具中のアレルギー性芳香剤の表示に関 https://eur-lex.europa.eu/legalするEU議会と理事会の指令2009/48/EC附 content/EN/TXT/?uri=PI_COM:Ares(2020)13745
属書Ⅱを修正する委員会指令(草案) 」
38
デンマーク環境保護庁による子供向け敷物 https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2016/08/978に関するリスクアセスメント報告補書
87-93435-98-8.pdf
2016年RAPEX年次報告書公表の
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-602_en.htm
欧州委員会プレスリリース
https://eur-lex.europa.eu/legal低電圧指令 （DIRECTIVE 2014/35/EU ）
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0035&from=E
https://eur-lex.europa.eu/legal機械指令 (DIRECTIVE 2006/42/EC )
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0042&from=en
EMC 指 令 2004 ／ 108 ／ EC ガ イ ド ラ イ ン https://www.tuv.at/fileadmin/user_upload/docs/industry/e
2010.2.8
mv一般製品安全指令（GPSD）
https://eur-lex.europa.eu/legal(2001/95/EC)
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0095&from=
https://eur-lex.europa.eu/legalGPSD (the General Product Safety
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC1009(04)&fr
Directive)の整合規格
om=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal水銀規則 (EU) 2017/852
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0852&from=E
REGULATION (EC) No 765/2008

食品と接触することを意図する素材および https://eur-lex.europa.eu/legal製 品 に 関 す る 規 則 ： Regulation （ EC ） content/EN/TXT/?qid=1580207744674&uri=CELEX:02004
No.1935/2004
R1935-20090807
https://eur食品接触材料に関する規則 (PIM)
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2
（EU) No.10／2011
011R0010:20111230:EN:PDF
食品接触材料に関する規則 (PIM)
https://eur-lex.europa.eu/legal（EU) No.10／2011 最新版 2019-8-29
content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20190829
食品と接触することを意図する素材および
https://eur-lex.europa.eu/legal製品のGMP（適正な製造の実践）に関する
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006R2023
規則：Regulation（EC）No.2023/2006
食品と接触することを意図する素材および https://eur-lex.europa.eu/legal製品に関する特定のエポキシ誘導体の使 content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R1895&from=
用制限：Regulation（EC）No 1895/2005
EN
https://eur-lex.europa.eu/legal医療機器規制 (MDR) 2017/745/EU
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745
医療機器指令（MDD) 93/42/EEC
https://eur-lex.europa.eu/legal2020.5.26にMDRへ統合
content/EN/ALL/?uri=celex:31993L0042
能動埋込み医療機器指令（AIMD)
https://eur-lex.europa.eu/legal90/385/EEC 2020.5.26にMDRへ統合
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31990L0385
DEHPで可塑化したPVC（ポリ塩化ビニル）
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emergin
や他の可塑剤を含む医療機器の新生児や
g/docs/scenihr_o_047.pdf
他のグループへの安全性に関する論文
特定のプラスチック製品の環境への影響の https://eur-lex.europa.eu/legal低減指令に対する欧州議会の提案
content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018PC0340
プラス チックを含む漁具の生産者責任ス
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_en.htm
キームを用いた政策枠組み
欧州委員会のコミュニケーションに関する https://eur-lex.europa.eu/legal2003年11月10日の理事会決議「ニューアプ content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2003.282.01.0003.01
ローチ指令の実施の強化」
.ENG&toc=OJ:C:2003:282:TOC
有害物質の使用制限に関する電気電子製 https://eur品 の 評 価 の た め の 技 術 文 書 lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:3
(EN50581:2012)
63:0006:0007:EN:PDF
欧州議会および欧州理事会の指令、電気
https://eur-lex.europa.eu/legalおよび電子機器における特定の有害物質
content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011L0065-20171211
の使用制限(2011.6.8)
https://ec.europa.eu/environment/circular環境保全のための循環経済(欧州委員会)
economy/index_en.htm
欧州議会、欧州委員会、欧州経済・社会委
https://eur-lex.europa.eu/legal員会および地域委員会への委員会からのコ
content/EN/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28
ミュニケーション循環経済におけるプラス
:FIN
チックのヨーロッパ戦略
https://ec.europa.eu/commission/news/eu-plasticsEUのプラスチック戦略
strategy-2018-nov-20_en
他の加盟国で合法的に販売されている製 https://eur品に対する特定の国家技術規則の適用に lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:2
関する手続き(EC) No.764/2008
18:0021:0029:en:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal化粧品規則（1223/2009）
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R122320180801&from=EN
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tbt/en/search/?tbtaction=get.notif&Country_ID
玩具指令（2009/48/EC）の附属書IIの附録 =EU&num=635&dspLang=EN&basdatedeb=&basdatefin=&ba
Cにホルムアルデヒデを追加する修正法
spays=HUN&baspays=HUN&basnotifnum=30&basnotifnum2=
&bastypepays=&baskeywords=&lang_id=EN&addendum_num=
0&corrigendum_num=0&supplement_num=0&revision_num=0
玩具指令（2009/48/EC）の附属書IIの附録 https://members.wto.org/crnattachments/2018/
Cに追加するホルムアルデヒデの規制値案 TBT/EEC/18_6477_00_e.pdf
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EU
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EU

製品安全

EU

製品安全

EU

製品安全

EU

製品安全

EU

ELV

ELV指令（2000/53/EC） 初版 （言語選択
可）

EU

ELV

ELV指令（2000/53/EC） 初版 （英語）

EU

ELV

EU

ELV

EU

ELV

EU
EU

ELV
ELV

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1447902391608&uri=CEL
EX:32000L0053

https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:02fa83cf-bf28-4afchttps://eurELV指令(2000/53/EC) 附属書Ⅱ改正
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:1
70:0081:0084:EN:PDF
ELV指令 附属書Ⅱ改正(2016/774/EU)
https://eur-lex.europa.eu/legal（言語選択可）
content/DA/TXT/?uri=CELEX:32016L0774
ELV 指 令 附 属 書 Ⅱ 改 正 (2016/774/EU) https://eur-lex.europa.eu/legal（英語）
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0774&from=E
EU環境総局 ELV指令関連ページ
https://ec.europa.eu/environment/waste/elv/index.htm
適用除外用途の見直しプロジェクト
https://elv.exemptions.oeko.info

https://elv.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/Co
ELV指令附属書II適用除外用途への科学と
nsultation_2014_1/
技術進歩の適用（最終報告書）（第8次）
20160216_ELV_Final_Gen_Ex_2c__Ex_3_Ex_5.pdf
ELV指令、WEEE指令、電池指令修正指令 https://eur-lex.europa.eu/legalの官報公示 (EU) 2018/849
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0849&from=
EUの機能に関する条約 第290条
https://eur-lex.europa.eu/legal(ELV、WEEE指令修正採択の権限をECへ content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E290&from=E
委任）
N
EU規則（EU）No 182/2011
https://eur-lex.europa.eu/legal(ELV、WEEE指令変更後の実施権限をEC content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=
へ授与）
EN
WEEE指令（2012/19/EU）初版（言語選択 https://eur-lex.europa.eu/legal可）
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.197.01.0038.01.
https://eur-lex.europa.eu/legalWEEE指令（2012/19/EU）初版（英語）
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0019&qid=149
8895938486&from=EN
http://ecoken.eco.coocan.jp/photo/15/WEEEtranslation20
WEEE指令（2012/19/EU） 邦訳
1604.pdf
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EU

ELV & WEEE

EU

ELV & WEEE

EU

WEEE

EU

WEEE

EU

WEEE

EU

新規・既存化学物
廃棄物枠組指令の対応(データベース構築)
質管理

EU

WEEE

EU

WEEE

EU
EU

WEEE
WEEE

廃棄物枠組み指令改正の指令
((EU) 2018/851)
EU環境総局 危険廃棄物関連ページ
EU環境総局 PVC関連ページ

EU

WEEE

欧州連合の機能に関する条約(TFEU)

EU
EU

WEEE
WEEE

EU

WEEE

EU

WEEE

EU

WEEE

EU

WEEE

EU

WEEE

EU

WEEE

EU

WEEE

EU

WEEE

EU

WEEE

UK WEEE規則 (2013)
ドイツ 電気電子機器法 （ElektroG 2015）
ドイツ 電気電子機器法 既存登録品は2018
https://www.stiftung-ear.de/de/startseite
年10月26日に自動的に新分類で転換
https://eur-lex.europa.eu/legal電 池 指 令 (2006/66/EC) 初 版 （ 言 語 選 択
content/EN/TXT/?qid=1498891031487&uri=CELEX:32006
可）
L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal電池指令(2006/66/EC) 初版（英語）
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L006620131230&from=EN
https://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/faq
電池指令(2006/66/EC)に関するFAQ
.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal電池指令(2013/56/EU) 改訂版（言語選択
content/EN/TXT/?qid=1498891163848&uri=CELEX:32013
可）
D0056
https://eur-lex.europa.eu/legal電池指令(2013/56/EU) 改訂版（英語）
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0056&qid=149
8886861882&from=EN
https://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/index.h
EC 電池について
tm
https://eur-lex.europa.eu/legalEU 包装および包装廃棄物に関する指令
content/EN/TXT/?qid=1498891230820&uri=CELEX:31994
（94/62/EC） （言語選択可）
L0062
体外診断用医療機器及び廃棄指令
https://eur-lex.europa.eu/legalIVDR（Regulation（EU）2017/746）
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0746
(2022.5.26施行）

EU

WEEE

廃棄物枠組み指令(2008/98/EC)

WEEE指令2018 （英国）

https://echa.europa.eu/waste
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:3
12:0003:0030:en:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32018L0851
https://ec.europa.eu/environment/waste/hazardous_index.
htm
https://ec.europa.eu/environment/waste/pvc/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=E
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/3113/contents/m
ade
https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/1214/p
dfs/uksi_20181214_en.pdf

https://www.gov.uk/government/publications/electricalWEEE規則の対象となる電気電子機器(英 and-electronic-equipment-eee-covered-by-the-weee国)
regulations/electrical-and-electronic-equipment-eeecovered-by-the-weee-regulations
https://www.gov.uk/guidance/electrical-and-electronicWEEE規則：生産者責任について(英国)
equipment-eee-producer-responsibility
https://www.gov.uk/guidance/business-to-consumer-b2cB2CおよびB2BのEEEおよびWEEE：正しく
and-business-to-business-b2b-eee-and-weee-how-to識別する方法 （英国）
correctly-identify
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WEEE
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WEEE

EU

WEEE

EU

WEEE

分別回収マーク

EU

WEEE

WEEE指令（2012/19/EU）

EU

エコデザイン

ErP指令（2009/125/EC） 初版

EU

エコデザイン

ErP指令（2009/125/EC）

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/3113/s
chedule/6/made
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=celex:32012L0019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX:32009L0125
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0125-20121204

殺 生 物 性 製 品 規 則 （ BPR ） （ (EU) No
528/2012）
EC BPRの適用を受けるかどうかのガイダン
ス
(NOTE FOR GUIDANCE)
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第9回BPCにおける13件の意見採択の内容

EU

殺生物性製品

第11回BPCにおける11件の意見採択の内
容

EU

殺生物性製品

BPCにおける承認を支持する15件の意見採
択（2016/4）

EU

殺生物性製品

BPCにおける承認を支持する3意見の採択
（2016/2）
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EU
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BPRに基づく活性物質とその用途となる特
定の製品タイプの組合せを承認する委員会
実施規則の官報公示

ECHA 2017年3月7 日殺生物性製品委員
会が防腐剤（preservatives）および防虫剤
（repellants）として殺生物性製品に使用する
3種の活性物質の承認を支持する意見およ
び抗凝集性殺鼠剤に対する相対的評価
（comparative assessment）に関する意見等
ECHA 2017年3月7日 3種の活性物質の承
認を支持する意見

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.167.01.0001.01.
https://circabc.europa.eu/sd/a/15baa078-162c-4186aaa2-6293a80e1561/CA-Nov14-Doc.6.1%20%20Treated%20articles%20guidance%20note.docNCE2
https://echa.europa.eu/view-article//journal_content/title/the-biocidal-products-committeeadopts-13-opinions
https://echa.europa.eu/view-article//journal_content/title/the-biocidal-products-committeeadopts-11-opinions
https://echa.europa.eu/view-article//journal_content/title/biocidal-products-committeeadopts-opinions-on-six-active-substances
https://echa.europa.eu/view-article//journal_content/title/biocidal-products-committeeadopts-opinions-on-three-active-substances
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1929&from=E
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1930&from=E
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1931&from=E
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1932&from=E
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1933&from=E
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1934&from=E
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1935&from=E
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1936&from=E
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1937&from=E
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1938&from=E
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1129/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1130/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1131/oj

https://echa.europa.eu/-/biocidal-products-committeeadopts-six-opinions

https://echa.europa.eu/documents/10162/23012100/bpc1
9_na_annex/69b8e9dc-f838-57f4-5343-3990d535f315
https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products既存活性物質リスト
regulation/approval-of-active-substances/existing-activesubstance
新しい見直しプログラム規則 （EU）1062／ https://eur-lex.europa.eu/legal2014
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1062&from=
委員会委任規則 （EU）2017／698
https://eur-lex.europa.eu/legal(2017.4.19 官報公示）
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0698&from=
https://echa.europa.eu/-/biocidal-products-committee殺生物製品委員会での、消毒剤と害虫防
concludes-on-union-authorisations-for-disinfectants-and除のための共同体の認可決定
pest-control
https://www.riksdagen.se/sv/dokumentスウェーデンの化学製品およびバイオテクノ
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordningロジー生物法の改正
1998941-om-kemiska-produkter-och_sfs-1998-941
スウェーデンの環境法（Environmental
https://www.government.se/contentassets/be5e4d4ebdb44
Code）
99f8d6365720ae68724/the-swedish-environmental-code「有害化学物質排出ゼロ（ZDHC）」グルー https://www.roadmaptozero.com/
プ
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigat
ion/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:library
EU CIRCAライブラリー
ContainerList:pager&page=0&FormPrincipal_SUBMIT=1&or
g.apache.myfaces.trinidad.faces.STATE=DUMMY
英国のEU離脱に関する合意案
https://www.gov.uk/government/publications/withdrawal(2018.11.25)
agreement-and-political-declaration
英国のEU離脱による化学物質管理上の影
https://echa.europa.eu/uk-withdrawal-from-the-eu
響

EU

その他

英国のEU離脱による化学物質管理上の影
https://echa.europa.eu/advice-to-companies-q-as/general
響

EU

その他

EU離脱法(2018)
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EU
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EU
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EU
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EU
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EU
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EU
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EU
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EU
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EU
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EU
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EU
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EU
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http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/16/pd
fs/ukpga_20180016_en.pdf

https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/03/7d424300c3701
75d.html
欧州委員会が英国のEU離脱延期を条件付 https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/03/a8042b8953e93
きで承認(2019.3.22)
a9f.html
木 材 規 則 ： REGULATION （ EU ） No https://eur-lex.europa.eu/legal995/2010
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=E
循環経済におけるプラスチックのためのヨー http://ec.europa.eu/environment/circularロッパの戦略
economy/pdf/plastics-strategy-brochure.pdf
欧州委員会のプラスチック戦略（2018.1.16
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_en.htm
発表）
https://eur-lex.europa.eu/legal2008年8月13日のオフィシャルジャーナル
content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2008:218:TOC
英国のEU離脱後のREACH規則の国内法 http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2019/9780111178034
案
/pdfs/ukdsi_9780111178034_en.pdf
英 国 が 合 意 な し で EU を 離 脱 し た 場 合 の https://www.gov.uk/government/publications/prepare-toUKCA マ ー キ ン グ の 使 用 に つ い て use-the-ukca-mark-after-brexit/using-the-ukca-marking(2019.2.2)
if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal#using-the-ce英国のEU離脱、議会が否決(2019.3.15)

UKCAマーキング(Zipファイル)

https://assets.publishing.service.gov.uk/governm
ent/uploads/system/uploads/attachment_data/f
ile/825200/ukca-mark-fill.zip

https://www.gov.uk/government/consultations/amending英国のEU、RoHS指令の特定有害物質や用
the-use-of-hazardous-substances-in-electrical-and途の除外受け入れについて
electronic-equipment-regulations
https://eur欧州連合の機能に関する条約（TFEU）
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploa
英国のEU離脱に関する法律
ds/system/uploads/attachment_data/file/604516/Great_rep
eal_bill_white_paper_accessible.pdf
ECHAのコンプライアンス向上の優先につい https://echa.europa.eu/-/improving-compliance-is-echaて
s-key-priority
ECHAによる登録者への登録情報のアップ
https://echa.europa.eu/recommendations-to-registrants
デートの要求について
欧州委員会のプレスリリース(2019.4.5)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1992_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legalEU官報(2019.6.12)
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=E
EU法データベース
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
NIAS（Non-Intentionally Added Substance：
https://www.foodpackagingforum.org/food-packaging非 意 図 的 添 加 物 質 に つ い て （ Food
health/non-intentionally-added-substances-nias
Packaging Forum)
欧州自動車工業会(ACEA:Association des
Constructeurs Europeens d'Automobiles ） https://www.acea.be/uploads/publications/AIG発行のREACHに関する自動車業界ガイドラ 4.0_Japanese.pdf
イン（V4.0）（日本語）
自動車の登録文書に関する指令1999/37
https://eur-lex.europa.eu/legal/(COUNCIL DIRECTIVE 1999/37/EC of
content/EN/TXT/?uri=celex:31999L0037
29 April 1999)

https://echa.europa.eu/legislation-finder
https://echa.europa.eu/-/track-legalECHA EUCLEFヘルプデスク
EU
その他
obligations-with-the-new-eu-chemicalshttps://echa.europa.eu/-/track-legalECHA EUCLEFに関するニュースリリース
EU
その他
obligations-with-the-new-eu-chemicalshttps://www.efta.int/media/documents/legaltexts/eea/the-eeaEEA協定本文
EU
その他
agreement/Main%20Text%20of%20the%20Agreem
ent/EEAagreement.pdf
https://www.efta.int/legal-texts/eea/annexesEEA協定附属書
EU
その他
to-the-agreement
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008
ノ
ル 新規・既存化学物
ノルウェーREACH規則
ウェー 質管理
-05-30-516
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004
ノ
ル
ノルウェー製品規則 第2a章
RoHS
ウェー
-06-01-922/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrade
ノ
ル 新規・既存化学物
ノルウェー環境庁 化学物質に関する規制およびガイドライン
r/kjemikalier/regelverk/
ウェー 質管理
EU

その他

ECHA EUCLEFのトップページ
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スイス
スイス
米国
米国
米国
米国
米国
米国

新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
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化学品法（ChemA）

https://www.admin.ch/opc/en/classifiedcompilation/19995887/index.html

https://www.admin.ch/opc/en/classifiedcompilation/20141117/index.html#
https://www.admin.ch/opc/en/classified化学物質リスク軽減条例（ORRChem）
compilation/20021520/index.html
Summary of the Toxic Substances Control https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-toxicAct （TSCA)
substances-control-act
https://www.congress.gov/114/plaws/publ182/PLAW有害物質規制法 （改正TSCA）原文
114publ182.pdf
有害物質規制法（TSCA）改正（2016.6.22成 https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals立）の発表
under-tsca/frank-r-lautenberg-chemical-safety-21sthttps://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals有害物質規制法（TSCA）改正ポイント
under-tsca/highlights-key-provisions-frank-r-lautenberghttps://www.epa.gov/sites/production/files/2015TSCA同意指令の最終規則の公表
10/documents/sun51.pdf
化学品政令（ChemO）

重要新規利用規則（SNUR）

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/part721

米国

新規・既存化学物
EPA RCFの情報(SRS)
質管理

https://iaspub.epa.gov/sor_internet/registry/substreg/sear
chandretrieve/advancedsearch/externalSearch.do?p_type=
CASNO&p_value=142844-00-6#

米国

新規・既存化学物
環境保護庁（EPA）トップページ
質管理

http://www.epa.gov/

米国

新規・既存化学物 化学物質のリスク評価に向けた優先順位付
質管理
け手続きに関する規則案

https://www.federalregister.gov/documents/201
7/01/17/2017-00051/procedures-forprioritization-of-chemicals-for-risk-evaluationunder-the-toxic-substances-control

米国

米国

米国

米国
米国
米国
米国

米国

米国

米国

米国

米国
米国

https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/19/2
新規・既存化学物 化学物質のリスク評価手続きに関する規則
017-01224/procedures-for-chemical-risk-evaluation質管理
案
under-the-amended-toxic-substances-control-act
リスク評価のための化学物質の優先付け規
則
新規・既存化学物
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2017-07(40 CFR Part 702)
質管理
20/pdf/2017-14325.pdf
Subpart A-Procedures for Prioritization of
Chemical Substances for Risk Evaluation
リスク評価手順規則 (40 CFR Part 702)
新規・既存化学物 Subpart B-Procedures for Prioritization of https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2017-07質管理
Chemical Substances for Risk Evaluation 20/pdf/2017-14337.pdf
Under the Toxic Substances Control Act
特定用途で使用される物質を禁止する規則 https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/19/2
新規・既存化学物
案の意見募集（塗料剥離製品で使用される 017-01222/methylene-chloride-and-n-methylpyrrolidone質管理
ジクロロメタンおよびN-メチルピロリドン）
regulation-of-certain-uses-under-tsca-section-6a
特定用途で使用される物質を禁止する規則 https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/19/2
新規・既存化学物
案の意見募集（蒸気脱脂で使用されるトリク 017-01229/trichloroethylene-tce-regulation-of-use-in質管理
ロロエチレン）
vapor-degreasing-under-tsca-section-6a
https://www.epa.gov/tsca-inventory/how新規・既存化学物
TSCAインベントリーアクセスガイド
質管理
access-tsca-inventory

https://www.epa.gov/reviewing-new-chemicalsunder-toxic-substances-control-acttsca/basic-information-reviewhttps://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR新規・既存化学物
TSCA通知要件対象外物質
2011-title40-vol31/pdf/CFR-2011-title40質管理
vol31-sec720-30.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR新規・既存化学物 人体へのばく露が少ない化学物質(LoREX)
2011-title40-vol31/pdf/CFR-2011-title40質管理
に関する規定
vol31-part723.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR新規・既存化学物
使用用途によりPMNが免除されるケース
2014-title40-vol31/pdf/CFR-2014-title40質管理
vol31-sec720-36.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR新規・既存化学物
ポリマー免除規定
2012-title40-vol32/pdf/CFR-2012-title40質管理
vol32-sec723-250.pdf
https://www.regulations.gov/document?D=EPA新規・既存化学物
アクティブ・インアクティブ物質に関する規則 HQ-OPPT-2016-0426-0070
質管理
新規・既存化学物
PMN提出に関するフローチャート
質管理

新規・既存化学物
TSCAインベントリー届出規則（最終版）
質管理

https://www.epa.gov/tsca-inventory/tsca-inventorynotification-active-inactive-rule

米国

新規・既存化学物
改正TSCAに対するEPAの対応状況
質管理

米国

新規・既存化学物
質管理
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新規・既存化学物
連邦憲法
質管理
新規・既存化学物
Coalition of Northeastern Governors
質管理
新規・既存化学物
The Toxics in Packaging Clearinghouse
質管理
連邦法典（Code of Federal Regulations）
新規・既存化学物
TITLE15 CHAPTER 53--TOXIC
質管理
SUBSTANCES CONTROL
新規・既存化学物
IPC IPC-175x（情報伝達基準）
質管理
新規・既存化学物
既存化学物質の評価優先順位付け
質管理
新規・既存化学物 EPA（環境保護庁）"Bisphenol A Action
質管理
Plan"
新規・既存化学物
OEHHA Bisphenol A (BPA)
質管理
新規・既存化学物
FDA BPA食品接触利用制限情報
質管理
新規・既存化学物
FDA BPA低用量問題
質管理
ナノスケールで製造または加工される特定
新規・既存化学物
の化学物質に関する報告および記録保持
質管理
の義務を定める最終規則の公告
新規・既存化学物 TSCA 40 CFR Part704.20（ナノスケールで
質管理
製造または加工された化学物質

米国

新規・既存化学物
質管理
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質管理
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米国

新規・既存化学物
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米国

新規・既存化学物
質管理

米国
米国
米国

https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicalsunder-tsca/frank-r-lautenberg-chemical-safety-21sthttps://www.federalregister.gov/documents/2017/01/19/2
営業機密情報（CBI）に関する解釈
017-01235/statutory-requirements-for-substantiation-ofconfidential-business-information-cbi-claims-under-the
CBIに関するFAQ: TSCAの14条（C）機密保 https://www.epa.gov/tsca-cbi/what-include-cbi持請求要件（2）における特定の情報一覧 substantiations#informationexempt
https://www.epa.gov/tsca-cbi/making-cbi-claims-tscaCBI登録手続きに関する条件
submissions#howto
OSHA TSCA機密情報セキュリティセキュリ https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_documen
ティマニュアル
t?p_id=1497&p_table=DIRECTIVES

新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理

http://constitutionus.com/
https://www.coneg.org/
https://toxicsinpackaging.org/
https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title15
/chapter53&edition=prelim

http://www.ipc.org/ContentPage.aspx?pageid=M
aterials-Declaration
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicalsunder-tsca/prioritizing-existing-chemicals-risk-evaluation

https://www.epa.gov/sites/production/files/201
5-09/documents/bpa_action_plan.pdf
https://www.p65warnings.ca.gov/chemicals/bisphenol-bpa

https://www.fda.gov/newsevents/publichealthfocus/ucm06
4437.htm#regulations
https://www.fda.gov/downloads/Food/IngredientsPackagin
gLabeling/FoodAdditivesIngredients/UCM424074.pdf
https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/12/2
017-00052/chemical-substances-when-manufactured-orprocessed-as-nanoscale-materials-tsca-reporting-and
https://www.regulations.gov/document?D=EPA-HQOPPT-2010-0572-0137
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/textCFR：the Code of Federal Regulations 行政
idx?SID=4fd3ce6edc1ac02416d53985b4ca0177&mc=true&no
法規集
de=pt40.33.704&rgn=div5
https://www.federalregister.gov/documents/2010/09/17/2
ナノスケール物質 SNUR対象
010-23321/multi-walled-carbon-nanotubes-and-singlewalled-carbon-nanotubes-significant-new-use-rules
Significant New Use Rules on Certain
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-05Chemical Substances
09/pdf/2013-11061.pdf
40 CFR 721.10156 - Single-walled carbon
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/721.10156
nanotubes (generic)
職業安全衛生基準（毒性および危険有害
性物質に関して）
https://www.osha.gov/laws29 Code of Federal Regulations, section
regs/regulations/standardnumber/1910/1910.1200
1910.1200
https://www.epa.gov/tsca-inventory/how-access-tscaTSCAインベントリー
inventory
https://www.reginfo.gov/public/do/DownloadDocument?ob
NoA FormB
jectID=70881000
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals優先順位付けの対象物質リスト
under-tsca/list-chemicals-undergoing-prioritization
https://www.epa.gov/sites/production/files/2018ピグメントバイオレット29のリスク評価案
11/documents/draft_pv29_risk_evaluation_public.pdf
消費者向けの塗料および剥離製品で使用 https://www.federalregister.gov/documents/2019/03/27/2
されるジクロロメタンの製造・輸入、加工、販 019-05666/methylene-chloride-regulation-of-paint-and売を禁止する規則
coating-removal-for-consumer-use-under-tsca-section-6a
https://www.federalregister.gov/documents/2019/03/27/2
ジクロロメタンを含有する産業用塗料および
019-05865/methylene-chloride-commercial-paint-and剥離製品の取扱い要件案
coating-removal-training-certification-and-limited-access
米国環境保護庁(EPA)の2010/2015 PFOA https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicalsスチュワードシッププログラム
under-tsca/fact-sheet-20102015-pfoa-stewardship2010/2015 PFOAスチュワードシッププログ https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicalsラム - 2014年年次報告書
under-tsca/20102015-pfoa-stewardship-program-2014https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-201715 TSCA 2604
title15/pdf/USCODE-2017-title15-chap53-subchapIsec2604.pdf
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新規・既存化学物
質管理

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2011-title40vol31/pdf/CFR-2011-title40-vol31-part721-subpartA.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2018-title4040 CFR 721.10068
vol33/pdf/CFR-2018-title40-vol33-sec721-10068.pdf
TSCAに基づいて成形品を分類するための https://www.epa.gov/sites/production/files/documents/art
ガイダンス
iclesfactsheetforcdr_reporting_080312.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2017新規・既存化学物
15 TSCA 2605
title15/pdf/USCODE-2017-title15-chap53-subchapI質管理
sec2605.pdf
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text製品安全
消費者製品安全法（CPSA/CPSIA）原文
idx?SID=cd0be9b5c1ad1fc02f8fa09437c47671&mc=true&tpl
=/ecfrbrowse/Title16/16CIIsubchapB.tpl
https://www.cpsc.gov/en/Regulations-Laws-製品安全
品目別自主基準
Standards/Voluntary-Standards/
製品安全
消費者製品安全委員会（CPSC）
https://www.cpsc.gov
CPSC 玩具中のフタル酸エステル分析方法 https://www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/blk_media_CPSC製品安全
(CPSC-CH-C1001-09.3)
CH-C1001-09.3.pdf
CPSC 特定材料に特定フタル酸エステルを
https://www.cpsc.gov/s3fs製品安全
濃度0.1％以上で存在する可能性について
public/ThePotentialforPhthalatesinSelectedPlastics.pdf
のばく露評価を公開 (2016年8月）
https://www.federalregister.gov/articles/2014/12/30/2014
CPSIA改正案 特定フタル酸を含む子供用
製品安全
-29967/prohibition-of-childrens-toys-and-child-care玩具および育児用品の禁止
articles-containing-specified-phthalates
製品安全
CPSIA（消費者製品安全性改善法）原文
https://www.cpsc.gov/cpsia.pdf
連邦食品、医薬品および化粧品法（FD＆C https://www.fda.gov/RegulatoryInformation/LawsEnforcedb
製品安全
法）
yFDA/FederalFoodDrugandCosmeticActFDCAct/default.ht
FDA（米国医薬品局）が、法律違反している
https://www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceRegulation/Laws
製品安全
化粧品製造業等に対し執行措置を求めるこ
Regulations/ucm074162.htm
とができる規定
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking製品安全
連邦適正包装表示法（FPLA）
regulatory-reform-proceedings/fair-packaging-labeling-act
https://www.fda.gov/cosmetics/labeling/regulations/ucm1
製品安全
FDA 化粧品における表示ガイド
26444.htm
FDA 化粧品にナノ物質を使用するための https://www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceRegulation/Guid
製品安全
ガイダンス
anceDocuments/ucm300886.htm
製品安全
米国紛争鉱物開示規制
https://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2010製品安全
食器の溶出基準（原文）
title21/pdf/USCODE-2010-title21-chap9-subchapIV製品安全
食器の溶出基準（邦訳）
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-041131.html
Electronic code of Federal Regulations§ https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text製品安全
770.102
idx?SID=640c5047197d9f145161e29807967089&mc=true&n
ホルムアルデヒド排出基準
ode=se40.34.770_110&rgn=div8
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text複合木材製品のホルムアルデヒド規制（e製品安全
idx?SID=7b1af0d73477f9dd7cc60abf32cabbe4&mc=true&nod
CFR Title40 Part770）
e=pt40.34.770&rgn=div5#se40.34.770_110
自動車などの移動源からのホルムアルデヒ https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text製品安全
ドの排出の規制
idx?c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/Title40/40cfr85_main_02.tpl
EPA（環境保護庁）のホルムアルデヒドに関
製品安全
https://www.epa.gov/formaldehyde
する情報
https://www.cpsc.gov/Regulations-Laws-製品安全
CPSC(消費者製品安全委員会)の自主基準
Standards/Voluntary-Standards
https://www.epa.gov/enforcement/federal-insecticide殺生物性製品
米国連邦殺虫・殺菌・殺鼠剤法
fungicide-and-rodenticide-act-fifra-and-federal-facilities
分類・表示
危険有害性周知基準（HCS）
https://www.osha.gov/dsg/hazcom/ghs-final-rule.html
分類・表示
労働安全衛生局（OSHA）HCSページ
https://www.osha.gov/dsg/hazcom/index.html
40 CFR 721.1-63
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米 国
カリフォ
有害化学物質管理 プロポジション65 （原文）
ルニア
州

米 国
カリフォ
有害化学物質管理 プロポジション65 （日本語訳）
ルニア
州

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.
xhtml?lawCode=HSC&division=20.&title=&part=&chapter=6.
6.&article
https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=ja&pre
v=search&rurl=translate.google.co.jp&sl=en&sp=nmt4&u=htt
p://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtm
l%3FlawCode%3DHSC%26division%3D20.%26title%3D%26part
%3D%26chapter%3D6.6.%26article

米 国
カリフォ
環境健康有害性評価局（OEHHA） プロポ https://oehha.ca.gov/proposition-65/law/proposition-65有害化学物質管理
ルニア
ジション65
law-and-regulations
州
米 国
https://govt.westlaw.com/calregs/Browse/Home/California
カリフォ
/CaliforniaCodeofRegulations?guid=IEEE4581360F542F7B9
有害化学物質管理 プロポジション65 施行規則
ルニア
0A8E6E87DCAC3D&originationContext=documenttoc&tran
州
sitionType=Default&contextData=(sc.Default)

米 国
カリフォ
ルニア
州
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米 国
カリフォ
ルニア
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米 国
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有害化学物質管理 プロポジション65の概略解説

https://oehha.ca.gov/proposition-65/generalinfo/proposition-65-plain-language

有害化学物質管理 プロポジション65のFAQ

https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-faqs

プロポジション65
https://oehha.ca.gov/media/downloads/crnr/art6regtextcl
有害化学物質管理 「簡略化した表示」（ On-Product（ “Shortean090116.pdf
Form”）Warnings）に関する規則
有害化学物質管理 プロポジション65 「警告表示」に関するQ&A

https://www.p65warnings.ca.gov/sites/default/files/art_6_b
usiness_qa.pdf

有害化学物質管理 プロポジション65の第6条の改正について

https://oehha.ca.gov/media/downloads/crnr/art6fsor0901
16.pdf

有害化学物質管理 プロポジション65の対象物質リスト

https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list

https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I5
4B9D2B0D45011DEA95CA4428EC25FA0?viewT
ype=FullText&originationContext=documenttoc&
transitionType=CategoryPageItem&contextData=
%28sc.Default%29
米 国
https://oehha.ca.gov/propositionカリフォ
Proposition 65におけるリスト (The LIST)に6
有害化学物質管理
65/crnr/chemicals-listed-effective-septemberルニア
物質追加
13-2019-known-state-california-cause-cancer
州
米 国
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有害化学物質管理

https://oehha.ca.gov/proposition-65/crnr/notice-intentProposition 65におけるリスト (The LIST)に6
list-2-amino-4-chlorophenol-2-chloronitrobenzene-14物質追加に対するパブコメ募集 2019.7.12
dichloro-2

労働法リスト収載メカニズム (The Labor
Code listing mechanism) に従って ”The
有害化学物質管理
List “ に6化学物質を収載する意向
2019.7.12

https://oehha.ca.gov/media/downloads/crnr/lcnoil6nitrobe
nzenes071219.pdf

警告表示に関する規則 “Title 27 California
https://oehha.ca.gov/media/downloads/crnr/art6regtextcl
有害化学物質管理 Code of Regulations Article 6 Clear and
ean090116.pdf
Reasonable Warnings"
有害化学物質管理 警告表示に関する規則のインデックス

https://govt.westlaw.com/calregs/Browse/Home/California
/CaliforniaCodeofRegulations?guid=IC63A049373034B47A7
251EA416DE2662&originationContext=documenttoc&transi
tionType=Default&contextData=%EF%BC%88sc.Default%EF%

有害化学物質管理 警告表示の標識例

https://www.p65warnings.ca.gov/warning-symbol

有害化学物質管理 警告表示に関する規則の新旧対比表

https://oehha.ca.gov/media/downloads/crnr/sidesidearticle6090116.pdf

有害化学物質管理 警告表示に関する規則のFAQ

https://www.p65warnings.ca.gov/sites/default/files/art_6_b
usiness_qa.pdf

ばく露前の警告方法改正告示
(2016.8.30)

https://oehha.ca.gov/media/downloads/crnr/fsoramendme
nts120617.pdf

有害化学物質管理

施 行 規 則 § 25601 （ 明 確 な 妥 当 な 警 告
https://oehha.ca.gov/proposition-65/crnr/notice有害化学物質管理 Clear and Reasonable Warnings）等の警告
adoption-article-6-clear-and-reasonable-warnings
表示に関する条項
施 行 規 則 § 25601 （ 明 確 な 妥 当 な 警 告 http://www.lawbc.com/regulatory有害化学物質管理 Clear and Reasonable Warnings）等の「簡易 developments/entry/proposition-65-oehha-releases-qa警告表示」の解説
regarding-proposition-65-regulations-for-c
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https://govt.westlaw.com/calregs/Browse/Home/California
プロポジション65 施行規則6条(明確で妥当 /CaliforniaCodeofRegulations?guid=I49EA2F10D45011DEA
有害化学物質管理
な警告)(カリフォルニア主規則)
95CA4428EC25FA0&originationContext=documenttoc&tra
nsitionType=Default&contextData=(sc.Default)&bhcp=1
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I18AE85B9B
CA148788DB150CC1DEEB7D3?originationContext=docum
有害化学物質管理 消費者向け製品のばく露に関する警告
ent&transitionType=StatuteNavigator&needToInjectTerms=
False&viewType=FullText&contextData=%28sc.Default%29
有害化学物質管理 企業向けの警告と翻訳のサンプル

https://www.p65warnings.ca.gov/sample-warnings-andtranslations-businesses

有害化学物質管理 消費者向け製品のばく露に関する警告

https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I18AE85B9B
CA148788DB150CC1DEEB7D3?originationContext=docum
ent&transitionType=StatuteNavigator&needToInjectTerms=
False&viewType=FullText&contextData=%28sc.Default%29

コーヒー中に含まれる化学物質をプロポジ
https://oehha.ca.gov/media/downloads/proposition有害化学物質管理 ション65の対象物質リストに収載しない提案
65/press-release-proposition-65/coffeepress061518.pdf
(2018.6.15)
有害化学物質管理

プロポジション65リスト中の
アクリルアミドに関する情報

https://oehha.ca.gov/proposition-65/generalinfo/acrylamide

有害化学物質管理

プロポジション65 安全使用判定(SUD)の手 https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-safe続きについての解説
use-determination-sud-process

有害化学物質管理

プロポジション65
SUD活動に関する情報公開

https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-safeuse-determinations-suds

プロポジション65 60日間違反通知、裁判に
有害化学物質管理 よる和解、裁判外での和解に関する情報公 https://oag.ca.gov/prop65/annual-settlement-reports
開
有害化学物質管理

プロポジション65 司法長官の書簡や和解に
https://oag.ca.gov/prop65/ag-letters
関する書簡の公開

有害化学物質管理 プロポジション65 和解契約 (2017年10月）

https://oag.ca.gov/system/files/prop65/settlements/2016
-00937S6111.pdf

有害化学物質管理 プロポジション65 和解契約 (2018年3月）

https://oag.ca.gov/system/files/prop65/settlements/2017
-02129S6465.pdf

施行規則 §25600.2（製品の製造者、生産
者、包装者、輸入者、供給者または流通業 https://oehha.ca.gov/media/downloads/crnr/isor111618.p
有害化学物質管理
者に対し、警告を提供する責任）変更のた df
めの追加提案
有害化学物質管理

https://oehha.ca.gov/proposition-65/crnr/proposed施行規則 §25600.2変更提案に対する意
amendments-article-6-clear-and-reasonable-warnings見募集
section-256002

プロポジション65
https://oehha.ca.gov/media/downloads/proposition有害化学物質管理 NSRL（No Significant Risk Level）に関する
65/general-info/regsart7.pdf
規則
プロポジション65
https://oehha.ca.gov/media/downloads/proposition有害化学物質管理 最 大 無 作 用 量 （ NOEL 、 No Observable
65/general-info/regsart8.pdf
Effect Level）に関する規則
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayexpand
有害化学物質管理 Prop67（Sec5.3 Single-Use Carryout Bags） edbranch.xhtml?tocCode=PRC&division=30.&title=&part=&
chapter=&article
カリフォルニア教育法§32064
学校で幼稚園から6年生までが使用する有 http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection
有害化学物質管理
毒もしくは発がん性物質を含む製品の購入 .xhtml?lawCode=EDC&sectionNum=32064.
を禁止する法律

米 国
カリフォ
ルニア
州
米 国
カリフォ
ルニア
州
米 国
カリフォ
ルニア
州
米 国
カリフォ
ルニア
州
米 国
カリフォ
ルニア
州
米 国
カリフォ
ルニア
州

有害化学物質管理 カリフォルニア教育法§32064の解説

有害化学物質管理

カリフォルニア教育法§32064で定める
購入禁止品リスト

有害化学物質管理 安全消費者製品規則（SCP） 原文

https://oehha.ca.gov/risk-assessment/art-hazards

https://oehha.ca.gov/media/downloads/riskassessment/document/arthazardslistjuly2019.pd
f
https://dtsc.ca.gov/wpcontent/uploads/sites/31/2018/07/SCP-FinalRegs-Text-10-01-2013.pdf

有害化学物質管理

有害物質規制局（DTSC） SCPポータルサ
イト

有害化学物質管理

Safer Consumer Product 4ステップのフロー https://dtsc.ca.gov/what-are-the-safer-consumerチャート
products-regulations/

有害化学物質管理

有害物質規制局（DTSC）が提供する
（規制）候補化学物質データベース

https://dtsc.ca.gov/scp/

https://calsafer.dtsc.ca.gov/chemical/search.aspx

りん酸トリス（TDCPP、CAS番号13674-87米 国
https://dtsc.ca.gov/wp8）またはトリス＝ホスファート（TCEP、CAS番
カリフォ
content/uploads/sites/31/2018/07/Regulation有害化学物質管理 号115-96-8）を含有する子供用のスポンジ
ルニア
Text_Childrens-Foam-Padded-Sleeping状寝具」を初めての優先製品に特定する規
州
Products_Final_Clean.pdf
則 (2017.7.1施行）
米 国
https://dtsc.ca.gov/wpカリフォ
優先製品リストへの追加検討に向けた
有害化学物質管理
content/uploads/sites/31/2018/10/PriorityProductWorkPl
ルニア
2015～2017年作業計画
an_2015.pdf
州
米 国
カリフォ
優先製品リストへの追加検討に向けた
有害化学物質管理
https://dtsc.ca.gov/scp/priority-product-work-plan/
ルニア
2018～2020年作業計画
州
米 国
カリフォ
代替分析(Alternatives Analysis)に関するガ
有害化学物質管理
https://dtsc.ca.gov/scp/alternatives-analysis/
ルニア
イド
州
米 国
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.
カリフォ
2003年電子機器廃棄物リサイクル法
RoHS
xhtml?lawCode=HSC&division=20.&title=&part=&chapter=6.
ルニア
（カリフォルニアRoHS法）
5.&article=10.3.
州
米国
環境保全法
http://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/ewaste
ニュー RoHS
（ENVIROMENTAL CONSERVATION
law2.pdf
ヨーク
LAW）
米 国
電気製品リサイクル法
https://www.pca.state.mn.us/quick-links/minnesotaRoHS
ミネソタ
（Electronics Recycling Act）
electronics-recycling-act
カナダ 製品安全
危険有害性製品法（HPA）
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/H-3/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2015カナダ 製品安全
有害製品規則（ＨＰＲ）
HPA・HPRの要求事項の技術ガイダンス文 17/
http://publications.gc.ca/collections/collection_2017/scカナダ 分類・表示
書
hc/H129-64-1-2016-eng.pdf
ラベル・SDS等のGHS実施時期延期の通知 http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmisカナダ 分類・表示
（カナダ保健省 2017.5.19)
simdut/transition/index-eng.php
https://www.canada.ca/en/health作業場危険有害性物質情報制度
canada/services/environmental-workplaceカナダ 分類・表示
（
Workplace
Hazardous
Materials
health/occupational-health-safety/workplace-hazardousInformation System；WHMIS-2015）
materials-information-system/whmis-2015.html
危険有害 性物 質情 報審 査法 （ Hazardous
カナダ 分類・表示
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/H-2.7/
Materials Information Review Act；HMIRA）
https://www.canada.ca/en/healthCBI（営業秘密情報）の保護のため、機密情 canada/services/environmental-workplaceカナダ その他
health/occupational-health-safety/workplace-hazardous報の開示を免除する規定
materials-information-system/claims-exemption-underカ ナ ダ ― 米 国 規 制 協 力 理 事 会 Canada- https://www.canada.ca/en/treasury-boardカナダ その他
United States Regulatory Cooperation secretariat/corporate/transparency/actsCouncil（RCC）
regulations/canada-us-regulatory-cooperation新規・既存化学物 環境省 化学物質審査規制法（化審法）案
日本
https://www.env.go.jp/chemi/kagaku/index.html
質管理
内
新規・既存化学物 経済産業省 化学物質審査規制法（化審 https://www.meti.go.jp/policy/chemical_manage
日本
質管理
法）案内
ment/kasinhou/index.html

日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
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日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
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新規・既存化学物
経済産業省 化審法対象物質等一覧
質管理
経済産業省 化審法届出不要物質の指定
新規・既存化学物
に関する公示
質管理
(年1回公示）
新規・既存化学物 製造数量等の届出を要しない一般化学物
質管理
質の選定の考え方について
新規・既存化学物 一般化学物質製造数量等届出書 様式11
質管理
（化審法第９条の２第２項関係）
新規・既存化学物 化審法運用に関する通知
質管理
（平成23年3月31日 薬食発0331第5号)
新規・既存化学物
環境省 改正化審法の閣議決定 (2017.3.7)
質管理
新規・既存化学物 経済産業省 改正化審法の変更案概要解
質管理
説 No.1
新規・既存化学物 経済産業省 改正化審法の変更案概要解
質管理
説 No.2
新規・既存化学物 経済産業省 改正化審法の変更案概要解
質管理
説 No.3 （厚生労働省・経済産業省・環境
新規・既存化学物
改正化審法の官報公示（公布） (2017.6.7)
質管理
新規・既存化学物
改正化審法 変更部分条文
質管理
新規・既存化学物 用途分類ごとの排出係数に関する省令
質管理
(平成30年9月14日公示）
新規・既存化学物
改正化審法の概要（平成30年2月22日)
質管理
新規・既存化学物 特例審査制度の申し出における用途証明
質管理
書について（お知らせ）
新規・既存化学物
労働安全衛生法の改正について
質管理
改正労働安全衛生法
新規・既存化学物
表示・通知義務対象物質の追加（平成29年
質管理
3月施行）
改正労働安全衛生法施行令
新規・既存化学物
別表9の追加物質案の意見募集
質管理
(2017.5.16-6.14)
新規・既存化学物 厚労省リスクアセスメント実施支援システム
質管理
（コントロール・バンディング）
新規・既存化学物 厚生労働省 ビスフェノールＡについての
質管理
Q&A
書く人と読む人のための化合物名
新規・既存化学物
－情報検索に備えて－
質管理
IUPAC等化学物質命名法に関する解説
新規・既存化学物 経済産業省 化学物質排出把握管理促進
質管理
法
新規・既存化学物 経済産業省 化管法SDS制度 対象化学物
質管理
質

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasin
hou/about/substance_list.html
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasin
hou/information/bulletin_fuyou.html
https://search.egov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000156701
https://www.nite.go.jp/data/000009414.pdf
https://www.nite.go.jp/data/000009521.pdf
http://www.env.go.jp/press/103705.html
https://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170307001/201
70307001-1.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170307001/201
70307001-2.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170307001/201
70307001-3.pdf
https://kanpou.npb.go.jp/old/20170607/20170607h07034
/20170607h070340002f.html
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/193
/pdf/s031930521930.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasin
hou/files/about/laws/laws_h300914413_1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasin
hou/information/H29kaiseikasinhou_seminar.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasin
hou/todoke/youtosyoumeisyo.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_r
oudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000012
6934.html
https://search.egov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&
id=495170022&Mode=0

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/an
kgc07_1.htm
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kigu/topics
/080707-1.html
http://cicsj.chemistry.or.jp/14_5/hata.html

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/i
ndex.html
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/
msds/2.html
https://elaws.e新規・既存化学物
労働安全衛生法
gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail
質管理
?lawId=347AC0000000057
新規・既存化学物 労働安全衛生法施行令の一部を改正する https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000質管理
政令
Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000173889.pdf
新規・既存化学物 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000質管理
（平成29年厚生労働省令第89号）
Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000173893.pdf
表示・通知義務対象物質の追加等の公示
新規・既存化学物
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000017
（平成30年７月施行（一部は平成29年８月３
質管理
3873.html
日施行））
基発0803第6号(平成29年8月3日)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000新規・既存化学物
（改正された労働安全衛生法政省令のポイ Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000173894.pdf#search=%2
質管理
ント解説）
7%E5%9F%BA%E7%99%BA0803%E7%AC%AC6%E5%8F%B7%27
新規・既存化学物
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1有機溶剤中毒予防規則
質管理
2-21-m-0.htm
https://elaws.e新規・既存化学物
特定化学物質障害予防規則
gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail
質管理
?lawId=347M50002000039
新規・既存化学物 ナフタレンおよびRCFの特定化学物質障害 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000009
質管理
予防規則への適用の公示（平成27年11月） 9121.html
新規・既存化学物 厚生労働省 職場のあんぜんサイト
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/gmsds640.html
質管理
表示・通知対象物質の一覧・検索
新規・既存化学物
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=81094000&data
毒劇法
質管理
Type=0&pageNo=1
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新規・既存化学物
毒物及び劇物指定令
質管理
厚生労働省 「ナノマテリアル製造・取扱い
新規・既存化学物
作業現場における当面のばく露防止のため
質管理
の予防的対応について 」
厚生労働省 「労働安全衛生法第28条第3
項の規定に基づき厚生労働大臣が定める
新規・既存化学物
化学物質による健康障害を防止するための
質管理
指針の一部を改正する指針」の周知につい
て 基発0331 第27号 (平成28年3月31日)
新規・既存化学物 厚生労働省 「ナノマテリアルに対するばく
質管理
露防止等のための予防的対応について」
新規・既存化学物 ナノマテリアルの労働現場におけるばく露
質管理
防止等の対策について （別紙）
新規・既存化学物 OECD 「 多 層 カ ー ボ ン ナ ノ チ ュ ー ブ
質管理
（MWCNT）試験結果概要」（No.68-2016年5
新規・既存化学物 OECD 「 単 層 カ ー ボ ン ナ ノ チ ュ ー ブ
質管理
（SWCNT）試験結果概要」（No.70-2016年7
新規・既存化学物 「ナノ材料に係る諸外国の規制動向 及び安
質管理
全性情報 に関する情報収集」
経済産業省 平成26年度化学物質安全対
新規・既存化学物
策（ナノ材料等に関する国内外の安全情報
質管理
及び規制動向に関する調査）報告書
厚生労働省 ヒトに対する有害性が明らか
新規・既存化学物 でない化学物質に対する労働者ばく露の予
質管理
防的対策に関する検討会
（ナノマテリアルについて）
平成25年6月26日 ナノ物質の管理に関す
新規・既存化学物
る検討会
質管理
リスク評価ワーキンググループ
新規・既存化学物 厚生労働省 国内におけるナノマテリアル
質管理
使用実態調査
新規・既存化学物 経済産業省 第3回 リスク評価ワーキンググ
質管理
ループ報告書
新規・既存化学物 経済産業省 「ナノ材料の海外規制動向及
質管理
び安全性情報に関する調査」
新規・既存化学物 労働安全衛生法施行令の一部を改正する
質管理
政令（政令第156号）
新規・既存化学物 石綿障害予防規則等の一部を改正する省
質管理
令
新規・既存化学物 厚生労働省 三酸化二アンチモンに係る規
質管理
制の追加（平成29年6月）
新規・既存化学物 有害物質を含有する家庭用品の規制基準
質管理
概要
新規・既存化学物 POPs 条約第９回締約国会議において決定
質管理
された事項
経済産業省「化学物質の審査及び製造等
の規制に関する法律 (昭和48年法律第117
新規・既存化学物
号) 第2条第2項に規定する第一種特定化
質管理
学物質に関する化学物質審議会への諮問
について」の諮問
新規・既存化学物 経済産業省「残留性有機汚染物質に関す
質管理
る法律に基づく追加措置について」の諮問
厚生労働省、経済産業省、環境省「残留性
有機汚染物質に関するストックホルム条約
新規・既存化学物
の新規対象物質を
質管理
化審法第一種特定化学物質に指定すること
について」
新規・既存化学物 令和元年度第４回薬事・食品衛生審議会開
質管理
催について
新規・既存化学物 令和元年度第４回薬事・食品衛生審議会に
質管理
おける審議会報告案
環境省「残留性有機汚染物質に関するス
トックホルム
新規・既存化学物
条約（POPs条約）新規対象物質の
質管理
化審法第一種特定化学物質への指定につ
いて」
化審法の改正案「ジコホル、ペルフルオロオ
新規・既存化学物
クタン酸（PFOA）とその塩及びPFOA 関連
質管理
物質に係る措置（案）」

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=81097000&data
Type=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/11/s1126-6.html

https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-57/hor157-13-1-0.htm
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-50/hor150-8-1-0.htm
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-50/hor1-50-8-12.html
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocum
entpdf/?cote=env/jm/mono(2016)20&doclanguage=en
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocum
entpdf/?cote=env/jm/mono(2016)22&doclanguage=en
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/other
/nanom/nano2017.March.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/000382.pdf

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/11/dl/s1126-6a.pdf
https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/seisan/nano
material_kanri/pdf/003_01_03.pdf
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/nano/nanopdf/H21h
oukoku/honbun/1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/files/
nanomaterial/120328_riskWG3.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/000382.pdf
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=52ab6581&data
Type=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/newinfo/kobetu/roudou/sekimen/hourei/dl/180412-03.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000016
3262.html
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/katei/kijyun.html
https://www.env.go.jp/press/kagaku/08.s5.pdf

https://www.env.go.jp/press/kagaku/04.s2-1.pdf

https://www.env.go.jp/press/kagaku/05.s2-2.pdf

https://www.env.go.jp/press/kagaku/mat01.pdf

https://www.env.go.jp/press/107001.html
https://www.env.go.jp/press/kagaku/mat02.pdf

https://www.env.go.jp/press/y050-42/112058.pdf

https://search.egov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000
194549
新規・既存化学物 PFOA関連物質に係る化審法措置に対する https://www.meti.go.jp/shingikai/kagakubusshits
質管理
審議会資料
u/anzen_taisaku/2019_05.html

日本
日本
日本
日本

日本

日本
日本
日本

製品含有化学物質管理ガイド 企業の化学
新規・既存化学物
物質管理協力者向け（経産省）
質管理

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_manage
ment/reports/H25_sc_tyousa2.pdf

新規・既存化学物
製品含有化学物質管理ガイドライン
質管理
経済産業省 「製品含有化学物質管理ガイ
RoHS
ド 企業担当者向け」
フタル酸エステルの移行性に関する調査試
験結果
RoHS
（MTEP TIRINews 2019年8月号）
（GC-MSによる移行量の測定）
地方独立行政法人東京都立産業技術研究
センター発行
RoHS
「フタル酸エステル類規制への対応」レポー
ト
地方独立行政法人東京都立産業技術研究
センター発行
「フタル酸エステル類規制への対応（続
RoHS
編）」レポート
（FT-IR、ラマン分光法による非破壊検査
分類・表示
厚生労働省 GHS毒物・劇物について
厚生労働省 GHS対応ラベルの読み方～
分類・表示
毒物・劇物取扱者向け～

https://chemsherpa.net/docs/guidelines

日本

分類・表示

日本
日本

分類・表示
分類・表示

日本

分類・表示

日本

分類・表示

日本

分類・表示

日本

分類・表示

日本

分類・表示

日本

その他

日本

その他

日本

その他

日本

その他

日本

その他

日本
日本

その他
その他

日本

その他

日本

その他

日本

その他

日本

その他

日本

その他

日本

その他

日本

その他

日本

その他

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/report
s/H25_sc_tyousa1.pdf

https://www.iritokyo.jp/uploaded/attachment/10155.pdf
https://www.iri-tokyo.jp/uploaded/attachment/9542.pdf

https://www.iri-tokyo.jp/uploaded/attachment/9594.pdf

http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/ghs/pamp.pdf
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/GHSraberunoy
omikata.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/g
経済産業省 国連GHS文書
hs_text.html
製品評価技術基盤機構（NITE） GHS関連 https://www.safe.nite.go.jp/ghs/ghs_index.html
情報
厚生労働省 職場のあんぜんサイト
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/
厚生労働省 職場のあんぜんサイト GHS https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.asp
対応モデルラベル・モデルSDS情報
x
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/g
経済産業省 GHS混合物分類判定システム
hs_auto_classification_tool_ver4.html
経済産業省・厚生労働省「－GHS対応―化 https://www.mhlw.go.jp/new管法・安衛法におけるラベル表示・SDS提供 info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/130813制度」（令和2年1月）
01-all.pdf
日本工業標準調査会 （JIS Z 7252: GHSに
基 づ く 化 学 品 の 分 類 方 法 、 JIS Z 7253:
GHSに基づく化学品の危険有害性情報の https://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
伝達方法 −ラベル，作業場内の表示及び
安全データシート（SDS）） JIS検索
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/g
経済産業省 GHS分類ガイダンス
hs_tool_01GHSmanual.html
http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/gグリーン購入法
アセアン規制情報（ASEAN Japan Chemical law/index.html
https://www.ajcsd.org/top
Safety Database （AJCSD））
化学物質総合情報提供システム Chemical
https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search
Risk Information Platform (CHRIP) （ 令 和 2
/systemTop
年4月）
経済産業省 製品含有化学物質の情報伝 https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/seisan/kisei
達スキームの在り方について
/pdf/report02_01_02.pdf
経済産業省 委託事業報告書（製品含有化 https://www.meti.go.jp/policy/chemical_manage
学物質管理関連）
ment/reports.html
chemSHERPAポータルサイト
https://chemsherpa.net/
ア ー テ ィ ク ル マ ネ ジ メ ン ト 推 進 協 議 会 https://chemsherpa.net/jamp/about
（JAMP）
https://www.furuno.co.jp/Portals/0/images/csr
製品含有化学物質管理ガイドライン

/environmental/green/guideline_for_mcs_jp.pdf

全国中小企業団体中央会
https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/chemical中小企業のための製品含有化学物質管理
manual20140205.html
実践マニュアル（第2版）
日本玩具協会・安全基準・ＳＴマーク
https://www.toys.or.jp/jigyou_st_top.html
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou厚労省・オルトトルイジンによる健康障害予
11305000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu防措置に関する検討結果
Kagakubushitsutaisakuka/0000134678.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_
厚生労働省 HACCP
iryou/shokuhin/haccp/
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500厚生労働省 HACCP導入普及推進の取組
Shokuhinanzenbu/0000076152.pdf
http://www.tokyo東京都健康安全研究センター
誰でもわかる簡単GMP
eiken.go.jp/assets/pharma/hinshitu/gmp_0.html
医薬品及び 医薬部外品の製造管理及び
品質管理の基準に関する省令

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=81aa6
647&dataType=0&pageNo=1
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その他

日本

その他

日本
日本

その他
その他

日本

その他

日本
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日本
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日本
日本

その他
その他

日本

その他

日本

その他

日本

その他

日本

その他

日本

その他

日本

その他

日本
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日本
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日本
日本
日本

その他
その他
その他

日本
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日本
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日本
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日本
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レーザラマン分光装置の原理と応用

新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理

危険化学品安全管理条例（原文）
危险化学品安全管理条例
危険化学品登記管理弁法（原文）
危险化学品登记管理办法

中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
容器包装に係る分別収集及び再商品化の
促進等に関する法律
Japanチャレンジプログラム
水銀に関する水俣条約 (2013.10.10締結）
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
(2015.6.19公布)
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
施行令
（政令第378号）
日本照明工業会 水俣条約発効による水銀
ランプの扱いについて
シリコーンゴムの原料の解説
下請法FAQ
有機化合物のスペクトルデータベース
SDBS
分析機器情報 分析の原理
(日本分析機器工業会)
エコステージ協会
環境省 内分泌かく乱化学物質の暫定基準
に関する解説
東京都衛生研究所発行の研究論文「エアロ
ゾル研究 VOL.16.No.4 材料表面に密着さ
せた吸着材へのフタル酸エステルの移行」
2018.9月JASIS展で発表「MTEP 萩原俊哉
フタル酸エステル類の測定法」

https://elaws.egov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail
?lawId=345AC0000000137
http://www.env.go.jp/recycle/yoki/law02/pdf/01.pdf
http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/jchallenge/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000070111.pdf
http://www.env.go.jp/chemi/tmms/law/meppl_01_houritu.p
df
http://www.env.go.jp/chemi/tmms/law/meppl_03_sekourei2.pdf
https://www.jlma.or.jp/kankyo/suigin/index.htm
http://www.siaj.jp/ja/silicone_world/env.html
https://www.jftc.go.jp/shitauke/sitauke_qa.html
https://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi
https://www.jaima.or.jp/jp/analytical/basic/
https://www.ecostage.org
http://www.env.go.jp/chemi/end/endocrine/5column/c28.html
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jar/16/4/16_4_305/_pd
f
https://drive.google.com/file/d/1hQVwKsz_P4m9Zsuf0FJz
Wh6WnVobv2la/view

https://www.env.go.jp/council/03recycle/y0312
-03/y031203-d1.pdf
有害物質を含有する家庭用品の規制に関 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=5808
する法律施行規則（厚生省令第34号）
6000&dataType=0&pageNo=1
プラスチック資源循環戦略（環境省素案）

最近の輸出入動向（財務省貿易統計）
東京都立産業技術研究センター
神奈川県立産業技術総合研究所
接触による移行汚染管理ガイダンス－RoHS
指令対象フタル酸エステル対応の着眼点
－ アーティクルマネジメント推進協議会
製品含有化学物質の管理及び情報伝達・
開示に関するガイダンス 輸送包装（第3
塩化ビニル樹脂における高分子系可塑剤
の効率(第1報)

https://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/time_latest.ht
m
https://www.iri-tokyo.jp/site/mtep/
https://www.kanagawa-iri.jp/

https://chemsherpa.net/docs/guidelines/downlo
ad_form?id=112
https://chemsherpa.net/docs/guidelines/download_form?id
=113
https://www.jstage.jst.go.jp/article/shikizai1937/32/9/32_
339/_pdf/-char/ja

https://www.jaima.or.jp/jp/analytical/basic/spec
troscopy/raman/
http://www.gov.cn/flfg/201103/11/content_1822902.htm
http://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_22516
64.htm

http://www.cirsreach.com/pdf/Catalog_of_Hazardous_Chemical_2
015_CN.pdf
新規・既存化学物 危険化学品目録（2015版）実施ガイド（試 http://www.cirs行）
質管理
group.com/reg/news/hazchem/7507.html
危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）
新規・既存化学物 化学品物理危険性鑑定・分類管理弁法（原 http://www.gov.cn/gongbao/content/2013/cont
文）
質管理
ent_2473885.htm
新規・既存化学物 危険化学品目録（2015年版）
質管理
危险化学品目录（2015版）

新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理

化学品物理危险性鉴定与分类管理办法
新化学物質環境管理弁法（原文）
新化学物质环境管理办法
清潔（グリーン）生産促進法
清洁生产促进法2012版

新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理

現有化学品名録2013
中国现有化学物质名录2013
現有化学物質名録への追加物質31
(2016年3月8日公告分）
現有化学物質目録 2018年、2019年増補
分
現有化学物質目録 2020年増補分

http://www.gov.cn/flfg/2010-02/04/content_1528001.htm

http://www.cnca.gov.cn/bsdt/ywzl/flyzcyj/zcfg/
201707/t20170710_54685.shtml
http://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/bgg/201301/
W020130131548538924943.rar
http://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/bgg/201603/W0201603
15377339461026.pdf
http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201901/t
20190117_689881.html
http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202001/t
20200113_758915.html

中国

新規・既存化学物
新規物質登録状況
質管理

中国

新規・既存化学物
質管理

中国

新規・既存化学物
質管理

中国

新規・既存化学物
質管理

中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国

新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理

中国

RoHS

中国

RoHS

中国

RoHS

中国

RoHS

中国

RoHS

中国

RoHS

中国

RoHS

中国

RoHS

中国

RoHS

中国

RoHS

中国

RoHS

中国

RoHS

中国

RoHS

http://www.cirs-group.com/reg/news/cncsr/12495.html

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.
aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingD
ateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=China+new+chemic
al&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectLis
TBT通報された改訂「新規化学物質環境管
t=&TypeList=&FullTextHash=371857150&ProductList=&Bo
理法」案の概要(2016年）
dyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&Collec
tionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&Posti
ngDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo
=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_
TBT通報された改訂「新規化学物質環境管
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN
理法」案(2016年）
/19_4790_00_x.pdf
新化学物质环境管理办法
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=256585,227323,8961
TBT通報された改訂「新規化学物質申告指
2,49483&CurrentCatalogueIdIndex=1&FullTextHash=37185
南」案の概要(2019年）
7150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&Ha
sSpanishRecord=True
TBT通報された改訂「新規化学物質申告指 https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/CHN
南」案(2019年）
/16_0956_00_x.pdf
http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n4
BPAの哺乳瓶への使用を禁止する通知
509650/c4509758/content.html
プラスチックの老化を防ぐために、容器を太 http://baby.sina.com.cn/11/0106/2011-06陽の下で直接放置しないなどの解説
01/1012185250.shtml
「化学物質環境リスク評価および管理条例」 http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/201901/t
案
20190111_689258.html
WTO通報「環境リスク評価と化学物質の規
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN
制に関する条例」案
/19_4789_00_x.pdf
化学物质环境风险评估与管控条例
http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/rzjgs/201905/t20190507_29
グリーン商品識別管理規則
3448.html
http://www.chinagreenproduct.cn/GPIA/static/files/P0201
グリーン商品識別管理規則ロゴマーク
90516580403402719.rar
グリーン製品適合性評価結果採用ガイド
（パブコメ案）
http://www.cnca.gov.cn/bsdt/ywzl/bzhgl/rzrkhybzgl/xwdt
绿色产品合格评定结果采信指南（征求意 /201706/W020170601584000447549.zip
见稿）
電器電子産品有害物質制限使用管理弁法
http://www.miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3
（原文）
057254/n3057264/c4608532/content.html
（中国RoHS管理規則 2016年7月1日施行）
電器電子産品有害物質制限使用管理弁法 http://www.miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3
改訂の解説
057254/n3057260/c4608743/content.html
電器電子産品有害物質制限使用管理弁法 https://www.europelectro.org/fileadmin/user_upload/librar
FAQ
y/EuropElectro_Unofficial_Translation_of_China_RoHS_FAQ非公式英訳版
EN.pdf
中国RoHS(II)管理規則 有害物質使用制限
製品目録の
http://www.miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3
第一次案インターネットコンサルテーション
057542/n3057554/c5917222/content.html
の意見募集
（2017.6.29)
中国RoHS(II)管理規則 用途除外案
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2011/08
国推污染控制认证限用物质应用的例外要 /29/
電子電器製品有害物質使用制限ラベル要
http://www.cirs求 (英文）
reach.com/Uploads/file/20171026/1508979247_11156.pdf
(SJ/T 11364-2014)
http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2018/201806/W02018
强制性产品认证自我声明实施规则
1026350585108818.docx
（強制製品認証自己宣言実施規則）
国家统一推行的电子信息产品污染控制自
愿性认证实施规则：CNCA-RoHS-0101： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2011/08
/26/EC13366C6520C8C512BA8EFCFED08CBA.pdf
2011
（国家統一で普及する電子情報製品汚染
电器电子产品有害物质限制使用供方符合
http://chinarohs.miit.gov.cn/dynamic/queryOneIndustryDy
性声明使用手册（電器電子機器有害物質 namic?id=2a110eb1-2e51-4026-a5d8-76c475a51d84
使用制限供給者宣言の取扱説明書）
電器電子製品有害物質制限のための供給
者適合宣言のための条件
http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/rzjgs/201905/W0201905176
（電器電子機器の有害物質使用制限供給 29494178562.docx
者適合性宣言規則）
電器電子製品の有害物質使用制限に関す http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/rzjgs/201905/W0201905176
る自主的認証実施規則
29494162304.docx
適合性情報報告システム
http://sdoc.cnca.cn/mcsr/login
自我声明符合性信息报送系统

中国
中国

中国
中国
中国

中国
中国
中国

RoHS

自己宣言順法報告システムでの登録状況
電器電子製品に有害物質を使用するため
新規・既存化学物 の適合性評価システム実施計画
質管理
（电器电子产品有害物质限制使用合格评
定制度实施安排）
電器電子製品に有害物質を使用するため
新規・既存化学物
の適合性評価システム実施計画の対象とな
質管理
る第一次目録
新規・既存化学物 電器電子製品に有害物質を使用するため
質管理
の適合性評価システム実施計画の除外対
国家統一電子情報製品汚染防止自発的認
RoHS
証制度の
提案 (2010.5.25)
国家統一電子情報製品汚染防止自発的認
証実施規則（2011年8月25日付）
RoHS
国家统一推行的电子信息产品污染控制自
愿性认证实施规则
電気電子製品汚染管理企業適合制限規格
RoHS
电子电气产品污染控制企业符合性声明规
企業電子電気製品汚染制御適合性声明規
RoHS
範(案）

http://chinarohs.miit.gov.cn/selfDeclaration/queryDeclarat
ion
http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/rzjgs/201905/t20190517_29
3827.html
http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n4
509607/c6086973/part/6087073.pdf
http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n4
509607/c6086973/part/6087074.pdf
http://www.gov.cn/gzdt/201005/25/content_1613038.htm
http://miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n45096
07/c4513727/part/4513729.pdf
http://www.miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3
057542/n3057554/c5917276/part/5917278.doc
http://www.miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3
057542/n3057544/c3864952/content.html
http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/rzjgs/201907/t20190703_30
3174.html
http://www.cesi.cn/rohs/201907/5294.html
http://down.foodmate.net/standard/down.php?auth=23118

中国

RoHS

サプライヤー適合マーク

中国
中国

RoHS
RoHS

中国

RoHS

中国

WEEE

中国

WEEE

中国

WEEE

中国

RoHS

中国

その他

中国

その他

中国

その他

中国

その他

中国

その他

中国

その他

中国

その他

中国

その他

中国

その他

中国

その他

韓国

新規・既存化学物
質管理

韓国

新規・既存化学物
質管理

合格評価実施制度
GB／T18455－2010（包装材回収表示）
GB/T 31274-2014（電子電気製品における
http://m.wdfxw.net/goDownFiles.aspx?key=45766563
使用制限物質の管理体系 要求事項）
废弃电器电子产品回收处理管理条例（中 http://www.gov.cn/zwgk/200903/04/content_1250419.htm
国WEEE)
http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n4
廃棄電器電子製品処理目録（2014年版）
509627/c4511856/part/4511858.pdf
廃棄電器電子製品処理目録（2014年版）解
http://zfs.mee.gov.cn/hjjj/gjfbdjjzcx/qtjjzc/201608/P0201
釈
60823500260041414.pdf
《废弃电器电子产品处理目录（2014 年
CCC強制製品認証目録と実施方式の変更
http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2018/201806/t201806
を公告 2018.6.15
15_56710.shtml
调整强制性产品认证目录及实施方式的公
http://www.ccc強制製品認証目録の説明と定義表 および
service.com/upLoadfile/file/20150901/2015090117472246
HSコード参照表 2015年
2246.xls
強 制 製 品 認 証 目 録 と Ｈ Ｓ コ ー ド 対 応 表 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2017/201707/W02017
2017年
0728498227339453.docx
http://big5.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/flfg/2009輸出入玩具検査管理弁法
03/20/content_1263910.htm
http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2007児童玩具リコール管理規定
09/03/content_735585.htm
《子供用車類製品強制性認証実施規則》 http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2011/06
（CNCA-13C-068: 2010）
/14/46DCFBC49FFFF5B8B7672630CB100D41.doc
《電気玩具類製品強制性認証実施規則》 http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2010/12
（CNCA-13C-069: 2010）
/03/170B751FD6BA8AADB7A934AF77EC4C0E.doc
《プラスチック玩具類製品強制性認証実施 http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2010/12
規則》（CNCA-13C-070: 2010）
/03/4B6868CA265C8BE6C35A41D4EEEE503B.doc
《金属玩具類製品強制性認証実施規則》 http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2010/12
（CNCA-13C-071: 2010）
/03/3D2DC7B691516F9145A7CDED9C8E7D0F.doc
《発射玩具類製品強制性認証実施規則》 http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2010/12
（CNCA-13C-072: 2010）
/03/B6A2819037036FD98FA98C3F2B6843BA.doc
《人形玩具類製品強制性認証実施規則》 http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2010/12
（CNCA-13C-073: 2010）
/03/A4367A2B1D35125501DDCD446DD2603F.doc
http://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%ED%99%94
改正K-REACH
%ED%95%99%EB%AC%BC%EC%A7%88%EC%9D%98%20%EB%9
[法律第16272号、2019.1.15改正、
3%B1%EB%A1%9D%20%EB%B0%8F%20%ED%8F%89%EA%B0%8
2020.1.16.施行]
0%20%EB%93%B1%EC%97%90%20%EA%B4%80%ED%95%9C%20
化学物質の登録及び評価等に関する法律
http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=140402&lsId=0118
（K-REACH） 改正前
57&efYd=20150101&chrClsCd=010102&viewCls=lsInfoP#00
[法律第11789号、2013.5.22制定、2015.1.1
00
施行]
化学物質の登録及び評価等に関する法律 http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=204831&
（K-REACH） 2018.3.20公布改正版
efYd=20190101#0000
（K-REACH改正）施行令 2018.12.24公布、 http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=206107&efYd=2019
2019.1.1施行
0101#0000
（K-REACH改正）施行規則 2018.12.28公 http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=206276&efYd=2019
布、2019.1.1施行
0101#0000

韓国
韓国
韓国

新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理

韓国
韓国

新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理

改 正 K-REACH に お け る 既 存 化 学 物 質
(2019.1.28告示）
改 正 K-REACH に お け る CMR 物 質
(2018.12.28告示）

韓国

新規化学物質でないモノマーのみで構成さ
新規・既存化学物
れた高分子化合物として免除を受けた物質
質管理
のうち、申告が必要な高分子化合物

韓国

新規・既存化学物 危 害 性 が 非 常 に 低 い 化 学 物 質 別 表
質管理
（2018.12.28 （環境部告示第2018-234 号）

韓国

新規・既存化学物 重点管理物質（2018.12.28（環境省告示第
質管理
2018-233号）告示）

韓国
韓国
韓国
韓国

新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理
新規・既存化学物
質管理

K-REACH施行令改正の意見募集

https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/45788

K-REACH施行規則改正の意見募集

https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/45789

K-REACH 危険憂慮製品指定及び安全・
表示基準
K-REACH 危険憂慮製品指定及び安全・
表示基準2016年10月公表改正案

http://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=21000
00016805
https://www.lawmaking.go.kr/opnPtcp/admpp/16401?anno
unceType=TYPE6&mappingAdmRulSeq=2000000177567
http://www.me.go.kr/home/web/board/read.do?pagerOffs
et=20&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=&
searchValue=&menuId=286&orgCd=&boardId=636690&boar
dMasterId=1&boardCategoryId=&decorator
http://www.me.go.kr/home/web/board/read.do?boardMast
erId=1&boardId=694430&menuId=286
http://www.me.go.kr/home/web/board/read.do?pagerOffs
et=0&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=&s
earchValue=&menuId=286&orgCd=&boardId=685160&board
MasterId=1&boardCategoryId=&decorator=
http://me.go.kr/synap/synapView.jsp?fileId=124674&fileSe
q=1

韓国

K-REACH 危険憂慮製品指定及び安全・
新規・既存化学物
表示基準順守状況市場調査結果2016年5
質管理
月公表

韓国

新規・既存化学物 K-REACH 危険憂慮製品指定及び安全・
質管理
表示基準順守状況市場調査結果2016年10

韓国

K-REACH タトウーインキに関する危険憂
新規・既存化学物
慮製品指定及び安全・表示基準順守状況
質管理
調査結果2016年10月公表

韓国

新規・既存化学物
K-REACH 登録対象既存化学物質リスト
質管理

韓国

新規・既存化学物 K-REACH 登録対象既存化学物質（告示
質管理
第2015-92号) 2015年7月1日告示

韓国
韓国

韓国

韓国
韓国

韓国

韓国

韓国
韓国
韓国

http://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=
2100000175735
http://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=
2100000174527
http://www.law.go.kr/conAdmrulByLsPop.do?&lsiSeq=2048
31&joNo=0010&joBrNo=00&datClsCd=010102&dguBun=DE
G&lnkText=%25ED%2599%2598%25EA%25B2%25BD%25EB%2
5B6%2580%25EC%259E%25A5%25EA%25B4%2580%25EC%25
9D%25B4%2520%25EC%25A0%2595%25ED%2595%2598%25E
C%2597%25AC%2520%25EA%25B3%25A0%25EC%258B%259C
%25ED%2595%2598%25EB%258A%2594&admRulPttninfSeq=1
http://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=
2100000174535
http://www.law.go.kr/LSW/admRulSc.do?tabMenuId=tab10
7&p1=&subMenu=1&nwYn=1&section=&tabNo=&query=중
점관리물질의%20지정#liBgcolor0

https://repre.net/j/Ministory%20of%20Environme
nt%20201592_Registration%20scope%20for%20existing%20ch
emical%20substances.pdf

http://www.lawmaking.go.kr/lmSts/ogLmPp/36869?opYn=
新規・既存化学物 K-REACH 一 部 改 正 法 律 （ 案 ） 立 法 予 告
Y&cptOfiOrgCd=1480000&isOgYn=Y&edYdFmt=2016.+12.
質管理
（公告第2016-869号）
+31.&stYdFmt=2016.+6.+1.&btnType=1
K-REACH 重点管理物質の指定 告示制定
新規・既存化学物
https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/admpp/24981?anno
（案）行政予告
質管理
unceType=TYPE6&mappingAdmRulSeq=2000000259587
（公告第2018-748号）
K-REACH 2021年までに登録しなければな
らないがん、突然変異、生殖能力等の以上
新規・既存化学物
https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/admpp/24982?anno
を起こす恐れがある既存の化学物質 告示
質管理
unceType=TYPE6&mappingAdmRulSeq=2000000259588
制定（案）行政予告
（公告第2018-761号）
K-REACH 登録または届出免除化学物質
新規・既存化学物
https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/admpp/24983?anno
告示の改正（案）行政予告
質管理
unceType=TYPE6&mappingAdmRulSeq=2000000259589
（公告第2018-764号）
K-REACH 申告対象高分子化合物 告示制
新規・既存化学物
https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/admpp/24984?anno
定（案）行政予告
質管理
unceType=TYPE6&mappingAdmRulSeq=2000000259590
（公告第2018-765号）
新規・既存化学物
生活化学製品安全管理政策
質管理

http://www.me.go.kr/home/web/board/read.do?
menuId=286&boardMasterId=1&boardCategoryId
=39&boardId=717380

http://www.lawmaking.go.kr/lmSts/ogLmPp/36870?opYn=
新規・既存化学物 「生活化学製品及び殺生物剤安全管理法」
Y&cptOfiOrgCd=1480000&isOgYn=Y&edYdFmt=2016.+12.
質管理
の制定（案）立法予告（公告第2016-870号）
+31.&stYdFmt=2016.+6.+1.&btnType=1
生活化学製品及び殺生物第安全管理に関
新規・既存化学物 する法律
http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=202779&viewCls=ls
質管理
.[ 法 律 第 15511 号 、 2018.3.20 制 定 、 RvsDocInfoR#0000
2019.1.1施行]
新規・既存化学物 生活化学製品および殺生物剤安全管理に
https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/45790
質管理
関する法律 施行例の意見募集
新規・既存化学物 生活化学製品および殺生物剤安全管理に
https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/45791
質管理
関する法律 施行規則の意見募集

韓国
韓国
韓国

韓国

韓国

韓国

韓国

韓国

韓国

韓国

韓国
韓国
韓国
韓国
韓国

新規・既存化学物
加湿用除菌剤に関する厚労省資料
質管理
新規・既存化学物
産業安全衛生法(2019年1月15日改正）
質管理
産業安全衛生保健法施行規則
新規・既存化学物
[雇用労働部令第272号、2019.12.26改正、
質管理
2020.1.16施行]
産業安全衛生保健法施行規則
「新規化学物質の有害性・危険性の調査等
新規・既存化学物
に関する告示」
質管理
[雇用労働部告示第2016-14号、2016.3.9一
部改正・施行]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z31fatt/2r9852000001z44g.pdf
http://www.law.go.kr/법령/산업안전보건법
/(16272,20190115)
http://www.law.go.kr/법령/산업안전보건법시행규칙

http://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=21000
00041940

http://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%
EC%82%B0%EC%97%85%EC%95%88%EC%A0%84%E
B%B3%B4%EA%B1%B4%EA%B8%B0%EC%A4%80%E
C%97%90%EA%B4%80%ED%95%9C%EA%B7%9C%EC
http://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%
ED%99%94%ED%95%99%EB%AC%BC%EC%A7%88%E
新規・既存化学物 化学物質安全情報伝達の施行日を延期す C%9D%98%EB%93%B1%EB%A1%9D%EB%B0%8F%ED
質管理
る施行規則
%8F%89%EA%B0%80%EB%93%B1%EC%97%90%EA%B
4%80%ED%95%9C%EB%B2%95%EB%A5%A0%EC%8B
%9C%ED%96%89%EA%B7%9C%EC%B9%99
新規・既存化学物 産業安全保健基準に関する規則（2019年
質管理
12月24日公布）

http://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%
EC%B9%99/%ED%99%94%ED%95%99%EB%AC%BC%EC%A7%8
新規・既存化学物 化学物質の分類・表示および安全データ 8%EC%9D%98%EB%B6%84%EB%A5%98%C2%B7%ED%91%9C%E
質管理
シートに関する基準
C%8B%9C%EB%B0%8F%EB%AC%BC%EC%A7%88%EC%95%88%
EC%A0%84%EB%B3%B4%EA%B1%B4%EC%9E%90%EB%A3%8C
%EC%97%90%EA%B4%80%ED%95%9C%EA%B8%B0%EC%A4%80

https://www.kcma.or.kr/sub_info/info_4_1.asp?b_
name=me_news01&mode=read&IDX=5161&Page=
新規・既存化学物 産業安全衛生法改正施行規則（環境部令 &Search_Type=&Search_Value=&Category=&Par
質管理
第840号、2019年12月31日交付）
ent=&Cate=&Search_Cate=&menu=&top_menu_nu
m=&Order_Name=Ref&Order_Type=Desc
新規・既存化学物 韓国 登録対象既存化学物質 官報告示
質管理
（「環境部告示第2015-92号」
電気・電子製品及び自動車の資源循環に
関する法律
RoHS
（韓国RoHS法）
[ 法 律 第 15657 号 、 2018.6.12 一 部 改 正 、
2019.6.13施行]
韓国RoHS施行令
RoHS
[大統領令第30293 号、2019.12.31一部改
正、2020.1.1施行]
韓国RoHS施行令改正案の立法予告
RoHS
（2018年10月）
その他
化学物質情報の総合ポータルサイト
その他
韓国 環境法令インデックス
子供のための工業製品に共通の適用有害
物質の安全基準
その他
[ 技 術 標 準 院 告 示 第 2010-676 号 、
2010.12.31制定・施行]

韓国

その他

韓国

その他

韓国

その他

韓国

その他

韓国

その他

韓国

その他

韓国

その他

韓国

その他

安全認証対象子供製品の安全基準

http://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=21000
00021862#AJAX
http://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%A0%84
%EA%B8%B0%C2%B7%EC%A0%84%EC%9E%90%EC%A0%9C%E
D%92%88%EB%B0%8F%EC%9E%90%EB%8F%99%EC%B0%A8%E
C%9D%98%EC%9E%90%EC%9B%90%EC%88%9C%ED%99%98%E
C%97%90%EA%B4%80%ED%95%9C%EB%B2%95%EB%A5%A0/
http://www.law.go.kr/법령/전기ㆍ전자제품및자동차의자
원순환에관한법률시행령
https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/50046
http://ncis.nier.go.kr/mttr/mttrList.do
http://www.me.go.kr/home/web/index.do?menuId=68
http://www.law.go.kr/admRulInfoP.do?admRulSeq=2000000
073834#AJAX

http://www.kats.go.kr/download.do?filename=178
48_201506081558229664.hwp

http://www.kats.go.kr/download.do?filename=17850_20150
6081627150557.hwp
製造者適合性確認対象子供製品の安全基 http://www.kats.go.kr/download.do?filename=17852_20150
準
6081642008235.hwp
http://www.kats.go.kr/download.do?filename=17846_20150
子供製品共通の安全基準
6081305592070.hwp
http://www.kats.go.kr/download.do?filename=17848_20150
子供製品の安全管理制度の運用要領
6151514360185.hwp
http://www.kats.go.kr/download.do?filename=17835_20150
子供製品のガイドライン
6041525487190.hwp
韓国環境部消費者向け化学品情報提供 http://ecolife.me.go.kr/ecolife/chmstryMttr/chm
ウェブページ
stryMttrIndex
子ども製品安全特別法一覧
http://www.law.go.kr/lsSc.do?menuId=0&subMenu=1&quer
（略称：子どもたちの製品法） 法、施行令お y=%EC%96%B4%EB%A6%B0%EC%9D%B4%EC%A0%9C%ED%92
よび施行規則
%88#undefined
安全確認対象子供製品の安全基準

韓国

その他

韓国

その他

韓国

その他

韓国

その他

韓国

その他

韓国

その他

韓国

その他

韓国

その他

台湾
台湾
台湾
台湾
台湾
台湾
台湾
台湾
台湾
台湾
台湾
台湾
台湾

子ども製品安全特別法(HWPファイル)

http://www.katri.re.kr/file/download.do?file_id=KIDS_QUA
18_HWP

http://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%
EC%9E%90%EC%9B%90%EC%9D%98%EC%A0%88%E
資源リサイクル法
C%95%BD%EA%B3%BC%EC%9E%AC%ED%99%9C%E
C%9A%A9%EC%B4%89%EC%A7%84%EC%97%90%EA
%B4%80%ED%95%9C%EB%B2%95%EB%A5%A0
http://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%
EC%9E%90%EC%9B%90%EC%9D%98%EC%A0%88%E
C%95%BD%EA%B3%BC%EC%9E%AC%ED%99%9C%E
資源リサイクル法施行令
C%9A%A9%EC%B4%89%EC%A7%84%EC%97%90%EA
%B4%80%ED%95%9C%EB%B2%95%EB%A5%A0%EC%
8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9
http://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?ad
環境省告示2019-265号「梱包材のリサイクルを容易性評価基準」
mRulSeq=2100000185026
http://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%
EC%9E%90%EC%9B%90%EC%9D%98%EC%A0%88%E
C%95%BD%EA%B3%BC%EC%9E%AC%ED%99%9C%E
資源リサイクル法施行規則
C%9A%A9%EC%B4%89%EC%A7%84%EC%97%90%EA
%B4%80%ED%95%9C%EB%B2%95%EB%A5%A0%EC%
8B%9C%ED%96%89%EA%B7%9C%EC%B9%99
http://www.law.go.kr/admRulSc.do?tabMenuId=t
ab133&eventGubun=060103&query=%ED%8F%AC
環境省告示2020-39号「包装材の材質・構 %EC%9E%A5%EC%9E%AC+%EC%9E%AC%EC%A7%8
造評価基準」
8%C2%B7%EA%B5%AC%EC%A1%B0+%EB%93%B1%E
A%B8%89%ED%91%9C%EC%8B%9C+%EA%B8%B0%E
C%A4%80#AJAX
環境省告示2019-244号「包装材の材質・構 http://www.law.go.kr/LSW//admRulLsInfoP.do?a
造基準」
dmRulSeq=2100000184202
http://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%
EC%A0%84%EA%B8%B0%C2%B7%EC%A0%84%EC%9
E%90%EC%A0%9C%ED%92%88%20%EB%B0%8F%20%
EC%9E%90%EB%8F%99%EC%B0%A8%EC%9D%98%2
「電気・電子製品及び自動車の資源循環に関する法律施行令」
0%EC%9E%90%EC%9B%90%EC%88%9C%ED%99%98%
EC%97%90%20%EA%B4%80%ED%95%9C%20%EB%B2
%95%EB%A5%A0%20%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%
A0%B9

職業安全衛生法にかかわる新規化学物質
新規・既存化学物
の登録は「新規化学物質および既存化学物
質管理
質登録弁法」に移管
新規・既存化学物 新化学物質および既存化学物質資料登録
質管理
弁法の修正草案
新規・既存化学物 新化学物質および既存化学物質資料登録
質管理
弁法 (英語版）
「新化学物質および既存化学物質資料登
新規・既存化学物
録弁法」
質管理
新化學物質及既有化學物質資料登錄辦法
新規・既存化学物 「新化学物質および既存化学物質資料登
質管理
録弁法」の修正草案に対する意見募集
新規・既存化学物
新化学物質登記管理弁法
質管理
新規・既存化学物
環境保護署 化学物質登録ポータルサイト
質管理
環境保護省ニュースリリース（今後、毒性お
新規・既存化学物
よび懸念化学物質管理法の30以上の下位
質管理
規則の法改正を行う旨）
新規・既存化学物 労働部職業安全衛生署
質管理
既存化学物質リスト検索ページ
新規・既存化学物 毒性および懸念化学物質管理法
質管理
(2019年1月16日改正）

https://csnn.osha.gov.tw/content/home/index.aspx
https://oaout.epa.gov.tw/law/NewsContent.aspx?id=565
https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode
=O0060043
https://oaout.epa.gov.tw/law/LawContent.aspx?id=GL005
417
http://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=97652
&log=detailLog

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pc
ode=N0060069
http://tcscachemreg.epa.gov.tw/content/masterpage/inde
x.aspx
https://enews.epa.gov.tw/enews/fact_Newsdetail.asp?Input
Time=1080116192319
https://csnn.osha.gov.tw/content/home/Substance_Query_
Q.aspx

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?P
Code=C0000008
https://flora2.epa.gov.tw/ToxicC/Query/databas
新規・既存化学物
毒性化学物質検索ページ
質管理
e.aspx
CNS 15663第5節（含有表示）102年（台湾 https://www.bsmi.gov.tw/wSite/public/Data/f14
RoHS
RoHS法）（令和2年4月）
26479630163.pdf
RoHS

商品検査法

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J010
0001

台湾

RoHS

台湾

RoHS

台湾

RoHS

台湾

分類・表示

台湾

分類・表示

台湾

分類・表示

台湾

分類・表示

台湾

分類・表示

台湾

分類・表示

台湾

分類・表示

台湾

分類・表示

台湾

分類・表示

台湾

分類・表示

台湾

分類・表示

台湾

分類・表示

台湾

分類・表示

台湾

分類・表示

台湾

その他

台湾

その他

台湾

その他

台湾

その他

台湾RoHS法の 対象製品に92品目を追加 http://www.bsmi.gov.tw/wSite/public/Attachme
す る 公 告 （ 2017 年 1 月 4 日 付 第 nt/f1483513037502.pdf
10530006420号）
経済部標準検験局（BSMI）
https://www.bsmi.gov.tw/wSite/xslgip/chinese/index.html
台湾RoHS法の対象製品に6品目を指定す
http://www.bsmi.gov.tw/wSite/public/Attachment/f145144
る公告
1434255.pdf
（2015年12月29日付 第10430007280号）
http://ghs.osha.gov.tw/CHT/intro/AnnounceData4Detail.a
6,000物質のＧＨＳ分類の有害物質リスト
spx?id=282
GHSポータルサイト
http://ghs.osha.gov.tw/CHT/masterpage/index_CHT.aspx
https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/CHT
WTO/TBT通報（G/TBT/N/TPKM/208）
/15_2578_00_e.pdf
化学物質危険有害性分類表示制度に関す http://ghs.osha.gov.tw/CHT/intro/AnnounceData3Detail.a
るニュース
spx?id=297
危険物データベース
https://ghs.osha.gov.tw/CHT/intro/search.aspx
（台湾OSHA-GHSデータベース）
https://tcscachemreg.epa.gov.tw/Epareg/OpenData/conte
登録済新規化学物質検索ページ
nt/NewChemistPage.aspx
労働部所管：危害性化學品標示及通識規 https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDAT01.asp
則
x?id=FL044342

https://oaout.epa.gov.tw/law/LawContent.aspx?i
d=GL005415
毒性及關注化學物質標示與安全資料表管 https://oaout.epa.gov.tw/law/LawContent.aspx?i
理辦法
d=GL005417
環境保護署所管：毒性及關注化學物質標
示與安全資料表管理辦法

化学物質の分類基準を定めた国家 標準 http://www.cnsonline.com.tw/?node=result&typeof=commo
CNS15030
n&locale=zh_TW
http://ghs.osha.gov.tw/CHT/intro/AnnounceData3Detail.a
危害性化學品標示及通識規則（一部修正）
spx?id=272
http://ghs.osha.gov.tw/CHT/intro/AnnounceData3Detail.a
危害性化學品標示及通識規則（英文）
spx?id=274
危害性化學品標示及通識規則（全文）
http://ces.web.ym.edu.tw/ezfiles/151/1151/img/183/3.pdf
危害性化學品標示及通識規則における機
http://ghs.osha.gov.tw/CHT/intro/SDSDownload.aspx
密保持申請のためのツール
玩具商品表示基準で定められる検査対象
http://www.bsmi.gov.tw/wSite/public/Data/f14464294061
製品と検査規格に対する公告(2016年3月
43.pdf
31日付 第10420001691号）
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J017
消費者保護法
0001
http://www.bsmi.gov.tw/bsmiGIP/wSite/public/Data/f1354
玩具商品表示基準
171465766.pdf
職業安全衛生法

https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.as
px?pcode=N0060001

台湾
その他
輸入制限および税関検査の必要な品目表 https://fbfh.trade.gov.tw/rich/text/fhj/report/FHJP060R0
1.pdf
シンガ
有害化学物質管理 毒物法
https://sso.agc.gov.sg/Act/PA1938
ポール
シンガ
http://www.nea.gov.sg/anti-pollution-radiation有害化学物質管理 環境保護庁（NEA） 有害物質管理ページ
ポール
protection/chemical-safety/hazardous-substances
https://www.reach.gov.sg/participate/publicconsultation/national-environment-agency/environmentalシンガ
RoHS
シンガポールRoHS法案（意見募集ページ） protection/public-consultation-on-restriction-ofポール
hazardous-substances-rohs-in-electrical-and-electronicequipment-eee-in-singapore
シンガ
RoHS
環境保護管理法
https://sso.agc.gov.sg/Act/EPMA1999
ポール
別表2（SECOND SCHEDULE：Control of
シンガ
hazardous substances PartI Hazardous
http://files.chemicalwatch.com/singaporerohs.pdf#search=%
RoHS
ポール
Substances）の改正政令（S 263／2016）
27S+263%EF%BC%8F2016%27
（シンガポールRoHS法）
シンガ
http://www.nea.gov.sg/energy-waste/wasteRoHS
廃棄物量に対するリサイクル量
ポール
management/waste-statistics-and-overall-recycling
シンガ
http://www.nea.gov.sg/energy-waste/3rs/e-waste-lampRoHS
WEEEの回収義務
ポール
battery-recycling/e-waste-recycling

https://www.singaporestandardseshop.sg/Produ
ct/SSPdtPackage/14c06a79-5fdc-4015-a32073dc6dd96317

シンガ
分類・表示
ポール

危険有害性物質に対する 規格 SS586 シ
リーズ

シンガ
分類・表示
ポール

https://www.wshc.sg/wps/portal/!ut/p/a1/jY9NDoIwFITP
wgHklR_RbXUhUYwhoODbkEIqItCaQuz1Bfags5vkm8wMIKS
Agn2qkvWVFKwZPXpZcHFdm0bkdPBji1D7TPx441iR5w7Af
労働安全・健康協議会（Workplace Safety
R7Y35z_8mRGlPzKJ4BLyLRgAhYqjoBlI_PhbrIDDEOsg3AcR
and Health Council）
GHS
kXubEtAxR9ccWUZddDqrU2eSFzxSqx0rwzC9nCu72m5LWuE2oYX_DWylc!/dl
5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?action=cmsPublicView&c

シンガ
その他
ポール
シンガ
その他
ポール
シンガ
その他
ポール

消費者保護法（FAIR TRADING)

https://sso.agc.gov.sg/Act/CPFTA2003

消費者保護法（TRADE DESCRIPTIONS
AND SAFETY REQUIREMENTS)
消費者保護（消費財安全条件）規則
[CGSR}

https://sso.agc.gov.sg/Act/CPTDSRA1975
https://sso.agc.gov.sg/SL/CPTDSRA1975RG1?DocDate=20180111
https://www.enterprisesg.gov.sg/qualitystandards/consumer-protection/forsuppliers/regulations-and-guidelines-forsuppliers/regulations-and-guidelines-forsuppliers/consumer-protection-consumergoods-safety-requirements-regulations
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2
562/A/056/T_0231.PDF
https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/pdf
/HazSubAct_20190201NLAapproved.pdf

シンガ
その他
ポール

CGSR規制 情報提供webページ

タイ

有害化学物質管理

有害物質法
BE2562 (2019 revision)

タイ

有害化学物質管理

有害物質法 ドラフト案
BE2562 (2019 revision) 英訳

タイ

有害化学物質管理 有害物質法（非公式英訳）

http://www2.diw.go.th/Haz_o/hazard/lawsnew/Factory%20
Act.mht

タイ

有害化学物質管理 有害物質法 対象物質リスト (2013年）

http://www2.diw.go.th/Haz_o/hazard/lawsnew/9
.pdf

タイ

有害化学物質管理 有害物質法 対象物質リスト (2013年）（英
訳）
有害物質法 対象物質・工場局リスト5.6有
有害化学物質管理
害物質第1次リスト
工場局リスト5.6有害物質製造・ 輸入の届
有害化学物質管理
出・入力に関する案内 (JETRO英訳)
リスト5.6届出申請システム
有害化学物質管理
工場局リスト5.6有害物質製造・輸入の届出
工場局リスト5.6有害物質製造・輸入の届出
有害化学物質管理
書様式
告示 有害物質の分類および危険有害性
分類・表示
情報の伝達システム（B.E.2555）
B.E.2555年有害物質の分類及び危険有害
分類・表示
性情報の伝達システムに関する工業省告示
（英文）
有害物質の分類および危険有害性情報の
分類・表示
伝達システム
タイ工業規格TIS2368-2551 （タイRoHSの内
RoHS
容が収載）

タイ
タイ
タイ
タイ
タイ
タイ
タイ
タイ

https://www.jetro.go.jp/thailand/pdf/hazardlist13_eng.pdf

http://haz3.diw.go.th/invhaz/
https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/e_a
ctivity/pdf/updatedhazardsubstancelist5point6.p
http://haz3.diw.go.th/hazvk/
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/0
41/15.PDF

https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/e_a
ctivity/pdf/moinoti2555_tha.pdf
https://www.jetro.go.jp/thailand/e_activity/pdf/
moinoti2555.pdf
http://www2.diw.go.th/Haz_o/hazard/lawsnew/11.pdf

http://www.fio.co.th/web/tisi_fio/fulltext/TIS236
8-2551.pdf

http://infofile.pcd.go.th/law/Draft_580529.pdf?CFID=2836
663&CFTOKEN=81646845
現行WEEEの仕組み解説（日本語） 日本 http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/research/
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https://old.dole.gov.ph/files/DO%20136-14.pdf
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有害化学物質のSDSおよび表示要件への http://server2.denr.gov.ph/uploads/rmdd/dao-2015分類・表示
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GHS実施手続きおよび規則（No.2015-09） 09.pdf
「有害化学物質のSDSおよび表示要件への
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http://119.92.161.2/embgovph/Portals/40/DAO-2015分類・表示
GHS実施手続きおよび規則（No.2015-09）」
ン
09-GUIDANCE-MANUAL.pdf
のガイダンス文書
フィ リピ
2009年の「GHSの採択と実施に関する共同 http://cloud.eacomm.com/oshc2010/UserFiles/oshc2010/f
分類・表示
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省令」
ile/GHS-JAO-(Joint-Admin-Order)-Final-signed-copy.pdf
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http://119.92.161.2/internal/CasREgistry.aspx
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http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/po
フィ リピ
WEEE
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ン
ntofocal/textos/notificacoes/PHL_194.pdf
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WEEE法の改正動向

WEEE

WEEE ガイドライン
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SQIクリアランス手続きフロー

新規・既存化学物
化学品法（原文）
質管理
新規・既存化学物
化学品政令（原文）
質管理

https://members.wto.org/crnattachments/2015/
TBT/PHL/15_4942_00_e.pdf
http://ncr.emb.gov.ph/wpcontent/uploads/2016/06/SQI.pdf
http://www.vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=2
1830&type=html&searchType=fulltextsearch&searchText=
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質管理
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商工省 関係法規制

https://moit.gov.vn/web/web-portal-ministryof-industry-and-trade/legal-documents1

ベトナム法令データベース（原文）

http://www.vietlaw.gov.vn/LAWNET/

ベトナム税関公式サイト

https://www.customs.gov.vn/home.aspx?language=en-US

http://chemicaldata.gov.vn/cms.xc
http://vinachemia.gov.vn/default.aspx?page=new
既存化学物質のリスト増補のための申請受付けの通知
s&do=detail&category_id=43&id=4419
http://vinachemia.gov.vn/default.aspx?page=new
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NCI草案（第3版）2018年8月
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s&do=detail&category_id=43&id=4386
https://www.chemsafetypro.com/Topics/Vietna
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m/How_to_Search_National_Chemical_Database_in
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http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRON
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商品の分類・表示に関する政令
(89/2006/NĐ-CP) (ラベル要素など)
商品の分類・表示に関する政令
(108/2008/NĐ-CP) (詳細)
商 品 の 分 類 ・ 表 示 ・ SDS に 関 す る 政 令
(108/2009/NĐ-CP)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghidinh-89-2006-ND-CP-nhan-hang-hoa-13789.aspx
http://www.vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=2
2744&type=html&searchType=fulltextsearch&searchText=

http://www.cuchoachat.gov.vn/default.aspx?pag
e=legal&do=detail&category_id=2&id=64
商 品 の 分 類 ・ 表 示 ・ SDS に 関 す る 通 達 http://www.cuchoachat.gov.vn/default.aspx?pag
(No.32/2017/TT BCT)
e=legal&do=detail&category_id=2&id=68
http://vcci-ip.com/wp商品表示政令（89/2006/ND-CP）(英訳版） content/uploads/2017/06/Decree_No._89-2006ND-CP.pdf
ベ ト ナ ム RoHS 法 (No30 ／ 2011 ／ TThttps://vanbanphapluat.co/30-2011-tt-bct
BCT)(英訳版）
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https://thuvienphapluat.vn/law-viet-nam/search電気電子機器中に含まれる有害化学物質
document.aspx?keyword=Circular%20No.4693%2FQDの 最 大 許 容 濃 度 に 関 す る 通 知 （ Circular
BCT&area=0&type=0&lan=2&org=0&signer=0&match=True&
No.30/2011/TT-BCT)
sort=1&bdate=12/03/1938&edate=12/03/2018
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https://vanbanphapluat.co/quyet-dinh-162015-qd-ttg-thu-hoi-xu-ly-san-pham-thai-bo
https://vanbanphapluat.co/circular-34-2017-ttWEEEの解説 （No34/2017/TT-BTNMT） btnmt-on-recall-and-treatment-of-discardedproducts
廃棄物管理法 （No16/2015/QD-TTg）

http://www.dosh.gov.my/index.php/en/legislation/regulati
労働安全衛生（化学物質の分類、表示およ
ons-1/osha-1994-act-154/1125-01-occupational-safetyび安全性データシート）規則2013（CLASS
and-health-classification-labelling-and-safety-data-sheet規則）
of-hazardous-chemicals-regulations-2013/file
化学物質の分類および有害性の伝達に関
する産業行動規範2014（Industry Code of http://www.dosh.gov.my/index.php/en/legislation/codesPractice On Chemicals Classification And of-practice/chemical-management
Hazard Communication, 2014：ICOP 2014）
消費者保護法（CONSUMER
PROTECTION ACT 1999）

http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/
Publications/LOM/EN/Act%20599%20%2029.08.2016.pdf
https://mysafe.kpdnhep.gov.my/img/portal/cons
umer-safety/P.U.%20A%20275BI.pdf
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/20
09/bn324-2009.pdf
http://jdih.kemenperin.go.id/site/download_perat
uran/2130

消費者保護規則（玩具のための安全基準）
2009
危険物質（B2）の調達・流通および管理に
イ ン ド
有害化学物質管理 関する政令（2009年44号）
ネシア
(44/M-DAG/PER/9/2009)
GHS に 関 す る 規 則 (87/Mイ ン ド
分類・表示
IND/PER/9/2009)の改訂規則(23/M-INDネシア
PER/4/2013)
イ ン ド
分類・表示
B3物質リスト
http://sib3pop.menlhk.go.id/pop
ネシア

http://moef.gov.in/division/environmentdivisions/hazardous-substances-managementhsm/introduction/
the E-Waste（Management）Ａｍｅｎｄｍｅｎｔ https://cpcb.nic.in/uploads/Projects/ERules, 2018
Waste/ehttp://cpcb.nic.in/displaypdf.php?id=aHdtZC9HV
the E-Waste（Management）Rules, 2016（イ
UlERUxJTkVTX0VXQVNURV9SVUxFU18yMDE2
ンドRoHS法（2016）)
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環境保護法
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ト ル コ REACH 規 則 （ K İ MYASALLARIN
KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE
KISITLANMASI HAKKINDA Y Ö NETMEL İ
K：KKDIK）

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/
20170623M1-18.htm

トルコ

ELV

トルコ ELV関連規制

http://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/editordosy
a/YON-27448OmrTamAracKont.doc

トルコ

分類・表示

トルコ

分類・表示
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化学物質の分類・表示・包装（SEA）に関す
る規則（No 28848）
有害物質および混合物のSDSの記載に関
する規則（No 29204）
環境都市整備省（MoEU）ウェブサイト

UAE

RoHS

RoHS法案（英文）

UAE
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RoHS規則
UAE regulation to control hazardous
materials in electrical and electronic
devices (10/2017)
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RoHS

UAE RoHS規則 - Implementation
Guidelines
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RoHS

UAE RoHS規則 施行概要
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RoHS

UAE

RoHS

UAE

RoHS

ECASの認証のガイド（英語版）
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RoHS

ECASの認証のガイドの英語版のFAQ
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RoHS

ECASによる強制適合性評価
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RoHS

UAE

RoHS

自発的なスキームEQM（エミレーツ品質
マーク）のフォームHによる適合性評価
CABの解釈が異なることの指摘
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(GCC)
湾岸協
力 会 議 RoHS
(GCC)

http://cpcb.nic.in/displaypdf.php?id=aHdtZC9HVUlERUxJ
TkVTX0VXQVNURV9SVUxFU18yMDE2LnBkZg==

https://meity.gov.in/writereaddata/files/1035e_e
ng.pdf
http://toxicslink.org/docs/rulesansregulation/Ewaste-rule-guidelines.pdf
http://envfor.nic.in/

http://moef.gov.in/wpcontent/uploads/2017/06/eprotect_act_1986.pdf
http://moef.gov.in/wpcontent/uploads/2018/03/THE_ENVIRONMENT.
pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131211
M1-1.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141213
-1.htm
http://cygm.csb.gov.tr/yonetmelikler-i-440
https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/ARE
/15_3008_00_e.pdf
https://www.esma.gov.ae/enus/ESMA/Lists/LawsandLegislationsList/Attachments/65/
%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%
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https://www.esma.gov.ae/Documents/Restrictio
n%20on%20Hazardous%20Substances.pdf

https://www.esma.gov.ae/Documents/Restriction%20on%20
Hazardous%20Substances.pdf
GUIDE OF CONFORMITY ASSESSMENT https://www.gso.org.sa/wpFORMS
content/uploads/2017/11/GSO-Guide-On-Modules-ofESMA（Emirates Authority for
https://www.esma.gov.ae/enStandardization and Metrology：エミレーツ
us/Services/Pages/Products/ROHS.aspx
認証局）による ECAS認証

GCC RoHS規則のWTO通報
GCC RoHS規則案
BD-142004-01

https://members.wto.org/crnattachments/2018/
TBT/ARE/18_0905_00_x.pdf
https://www.esma.gov.ae/enhttps://www.esma.gov.ae/enus/Services/Pages/ECAS.aspx
https://www.esma.gov.ae/enus/Services/Pages/Emirates-Quality-Mark.aspx
http://www.jmcti.org/mondai/pdf/s801.pdf
https://www.esma.gov.ae/enus/Services/Pages/Notified-Bodies.aspx
http://www.puntofocal.gov.ar/notific_otros_miem
bros/bhr518_t.pdf
https://www.gso.org.sa/wpcontent/uploads/2017/11/Gulf-TechnicalRegulation-for-Low-Voltage-ElectricalEquipment-and-Appliances-BD-142004-01.pdf
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製品安全

GCC RoHS規則のWTOへの通告
(G/TBT/N/ARE/407)

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/
FE_S_S009DP.aspx?language=E&HasEnglishRecord=True&H
asFrenchRecord=False&HasSpanishRecord=Fals
e&CatalogueIdList=244150

https://www.gso.org.sa/wpcontent/uploads/2017/11/Draft-of-GSO-TechnicalGCC RoHS規則案（アラビア語原文）
Regulation-on-the-Restriction-of-the-use-of-HazardousSubstances-in-electrical-and-electronic-equipment-CDThttps://www.gso.org.sa/wpGCC規格 Issue No.:（5）Date:（2/21/2008）
content/uploads/2017/11/Gulf-Regulation-on-GGCC適合マークに関する技術規制
Marking-BD09100501-1.pdf
https://www.gso.org.sa/wp適合性評価フォームに関するガイド
content/uploads/2017/11/GSO-Guide-On-Modules-ofIssue No.:（6）Date:（2/21/2008）
Conformity-Assessment-BD09100503.pdf
https://www.gso.org.sa/wp一般製品安全規則
content/uploads/2018/09/General-Product-SafetyRegulation.pdf
http://www.cqc.com.cn/dynamic/contentcore/resource/do
wnload?ID=30918

製品安全

玩具技術規則：第2版－BD-131704-01

製品安全

低電圧電気機器技術規則－BD-14200401

製品安全

電磁適合性に関するGSO技術規則
CDT-180025（アラビア語）

製品安全

GSO製品追跡システム 登録製品リスト

https://www.gso.org.sa/gcts/
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Standardization Organization（GSO）
ウェブサイト

https://www.gso.org.sa/store/?lang=en

https://www.gso.org.sa/wpcontent/uploads/2017/11/Gulf-Technical-Regulation-forLow-Voltage-Electrical-Equipment-and-Appliances-BDhttps://www.gso.org.sa/wpcontent/uploads/2017/11/Draft-of-GSO-TechnicalRegulation-on-Electromagnetic-Compatibility-CDT-
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GHS に 関 す る 政 令 （ 適 用 時 期 の 延 伸 ） http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2011/09/
分類・表示
(346/011)
mtss_225.pdf
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ウクライナRoHS法公布の告示 (2017.3.10)
ウクライナRoHS法
EU委員会のコメント
ウクライナ法令集

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/1392017-%D0%BF/ed20170310
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/1392017-%D0%BF
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukr
aine/press_corner/all_news/news/2016/2016_03
_22_01_uk.htm
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/index

新規・既存化学物
技術規則「化学品安全」本文（EAEU TR 041/2017）2017年3月3日
http://docs.cntd.ru/document/456065181
質管理
新規・既存化学物 技術規則「化学品安全」告示分付（EAEU TR
041/2017）2017年3月3日
質管理

https://docs.eaeunion.org/docs/ruru/01413938/cncd_18052017_19

その他

ユーラシア経済同盟条約

http://docs.cntd.ru/document/420205962

RoHS

(2016年10月18日付EEC決定No113) EEU http://www.eurasiancommission.org/en/nae/news/Pages/1
RoHS法を2018年3月１日からの施行の告示 9-10-2016-1.aspx

RoHS

適合宣言の様式（EEC決定293（2012年12
月25日付））

http://docs.cntd.ru/document/902389542

RoHS

技術規則“ТР ЕАЭС 037/2016
（ユーラシア経済連合RoHS法）

http://docs.cntd.ru/document/420387089

RoHS

技術規則としてのEEU RoHS法の告示
(Decision No. 113 of the Council of the
Eurasian Economic Commission dated
October 18, 2016)

https://docs.eaeunion.org/docs/enus/01412363/cncd_23122016_113

RoHS

EEU RoHS法 順法宣言形式のスキーム
http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/P_
関税同盟決定No.621(2011年4月7日）にて
621.pdf
告示

RoHS

EEU RoHS法 EACマーク

http://www.tsouz.ru/db/techregulation/techbars/Documen
ts/PologenieEAC.pdf

RoHS

技術規則基準一覧

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depte
xreg/tr/Documents/Ed%20perech%20new.pdf

RoHS

EAC認証の解説(JETRO情報）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/07001845/
07001845.pdf

RoHS

EAC認証審査機関リスト

http://krastest.ru/services/promotion_of_conformity/schem
es_tr_ts.php

RoHS

適合宣言での規格一覧

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depte
xreg/tr/Pages/TRVsily.aspx

分類・表示

GHS第2版による化学物質の分類・表示（ロ
http://docs.cntd.ru/document/1200080690
シア語）

その他

EEC（the Eurasian Economic Commission： http://www.eurasiancommission.org/en/Pages/structure.as
ユーラシア経済委員会）
px

ユーラ
シア経
その他
済連合
(EEU)

Legal Portal（EEUの法令を収載）

https://docs.eaeunion.org/enus/Pages/AllDocuments.aspx#npbdocumentbelongstaxId=%5
B%7B%22id%22%3A%22959cc5d8-c313-4cd4-acd7b6f120ce1a78%22%2C%22title%22%3A%22%22%7D%5D&sort=
%22npbdocumentpublisheddate_descending%22&view=%22do
cumentSearch.documentSearchResult%22&pagenumber=%22

ユーラ
シア経
その他
済連合
(EEU)

玩具安全基準
（О безопасности игру
шек）

http://eec.eaeunion.org/ru/act/texnreg/deptexr
eg/tr/Documents/TR%20TS%20Toys.pdf

国連

分類・表示

GHSポータルサイト

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcom
e_e.html

国連

分類・表示

国連GHS文書（改訂第5版 2013年7月）

https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/
ghs_rev05/05files_e.html

国連

分類・表示

国連GHS文書（改訂第6版 2015年）

国連

分類・表示

国連GHS文書（改訂第7版 2017年）

国連

分類・表示

国連GHS文書（改訂第8版 2019年）

国連

その他

国連

その他

OECD 分類・表示
OECD その他
IATA

その他

アジェ
その他
ンダ21
SDGs

その他

SDGs

その他

GASG その他
WHO
国際条
約
国際条
約
国際条
約
国際条
約
国際条
約

その他
その他

環境省 SAICM（Strategic Approach to
International Chemicals Management.）
水銀に関する水俣条約
締約国リスト
「化学物質分類のグローバルリスト」の開発
可能性を評価するパイロット報告書
OECD Existing Chemicals Database
リチウム電池の空輸に関する国際規則
アジェンダ21
持続可能な開発に関する世界首脳会議実
施計画
（和文仮訳）
持続可能な開発のための2030アジェンダ
（仮訳）
海上保安庁が試験的に実施したマイクロプ
ラスチックのサンプリング報告
Global Automotive Stakeholders Group
（GASG） による自動車業界共通の管理化
学物質リスト(GADSL)
DEHPの発がん性に関するIARC（国際がん
研究機関）の見解
気候変動枠組条約

https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev06
/06files_e.html
https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev07
/07files_e0.html

https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/
ghs_rev08/08files_e.html
http://www.env.go.jp/chemi/saicm/
http://www.mercuryconvention.org/Countries/tabid/3428/
language/en-US/Default.aspx
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocum
entpdf/?cote=env/jm/mono(2016)43&doclanguage=en
http://webnet.oecd.org/hpv/ui/Default.aspx
http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/lithiumbatteries.aspx
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/wssd/pdfs/wss
d_sjk.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/000101
402.pdf
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/GIJUTSUKOKUSAI/KENKY
U/report/rhr56/rhr56-a09.pdf
https://www.gadsl.org/
https://monographs.iarc.fr/wpcontent/uploads/2018/06/mono77-6.pdf
https://www.env.go.jp/earth/cop3/kaigi/jouyaku.html

その他
その他

シップリサイクル条約 本文（和英対比版）

その他

シップリサイクル条約 附属書（和英対比
版）

その他

国際条
その他
約
国際条
その他
約
国際条
その他
約

シップリサイクル条約 付録（和英対比版）

http://www.mlit.go.jp/maritime/senpaku/Ship_recycling/jyo
uyaku_honbun.pdf
http://www.mlit.go.jp/maritime/senpaku/Ship_recycling/jyo
uyaku_fuzoku.pdf
http://www.mlit.go.jp/maritime/senpaku/Ship_recycling/jyo
uyaku_furoku.pdf

ATAカルネ（外国への輸入税の支払いや保
証金の提供が
https://jcaa.or.jp/carnet-j/1.html
不要となる支払保証書）の解説
ストックホルム条約（POPs条約）

http://chm.pops.int/

ストックホルム条約（POPs条約）

https://www.env.go.jp/chemi/pops/treaty/treat
y_en2009.pdf#search=%27Sytockholm+Conventio

国際条
その他
約

ストックホルム条約（POPs条約）COP9の経
産省解説

https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190514003/2019
0514003.html

国際条
その他
約

同上国連報告書

国際条
その他
約

POPs 条約附属書A(廃絶)

国際条
その他
約

長距離越境大気汚染条約議定書

http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEPPOPS-COP9FU-COMM-INFOREQ-SC920190612.English.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2019/CN.588.
2019-Eng.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full%20te
xt/1998.POPs.e.pdf#search=%27the+Protocol+to+the+1979
+Convention+on+LongRange+Tranceboundary+Air+Pollutio
n+on+Persistent+Organic+Pollutions%27

国際条
その他
約
国際条
その他
約
国際条
その他
約

第14回残留性有機汚染物質検討委員会
（POPRC14）の概略
POPRC14で審議決定された内容
（経済産業省）
POPRC13で審議決定された内容
（経済産業省）
POPPRC15開催に先立つ、POPs条約の対
国際条
その他
象物質に関する調査の実施
約
（経済産業省）
国際条
POPRC14開催のプレスニュース
その他
約
（経済産業省）
（備考）今回の更新箇所は赤字で表しています。

http://www.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommitt
ee/Meetings/POPRC14/Overview/tabid/7398/Default.asp
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/fil
es/pops/POPRC14_press_release.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2017/10/20171024002/2017
1024002.html
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/po
ps_5.html

https://www.meti.go.jp/press/2018/09/2018092
6002/20180926002.html

