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 国際的な環境課題と目標

１．最近の化学物質規制動向

WSSD2020目標達成に向けて、各国・地域が化学物質管理の取組を推進
⇒2020年以降の新たな枠組みは、国際会議ICCM5で採択予定
ICCM５は2020.10開催予定であったが、新型コロナウイルスの影響で、2021.7に延期された。

2002 2006 2009 2012 2015
2020.10
→2021.7
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戦略的
ｱﾌﾟﾛｰﾁ
SAICM

ICCM3
(ナイロビ)

WSSD:
ヨハネスブルグサミット

国際目標

ICCM2
(ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ)

ICCM4
(ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ)

ICCM5
(独・ボン)

2020年までに、
化学物質の製造
と使用による健康
と環境への悪影響
を最小化

2002 2006 2009 2012 2015 →2021.7

ICCM1
(ドバイ)



 持続可能な開発目標SDGｓ

2030アジェンダ
貧困を撲滅し、持続可能な世界
を実現するための、17のゴール、
169のターゲットからなる
持続可能な開発目標

１．最近の化学物質規制動向
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化学物質に関するターゲット
3.9 有害化学物質（他・・）による死亡及び疫病の件数を大幅に減少させる。
6.3 汚染の減少、投棄の廃絶、有害な化学物質の放出の最小化などにより水質を

改善する。
12.4 製品ライフサイクルを通じ、環境上、適切な化学物質や、全ての廃棄物の管理

を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するために、化学物質や廃棄
物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。(2020目標）



ウクライナ
ウクライナ版RoHS
:2017.9施行

欧州連合 (EU)
RoHS指令:2006.7施行

REACH規則:2007.6施行

ユーラシア経済連合
EAEU版RoHS:2018.3施行

中国
中国版RoHS:2007.3施行

環境管理弁法:2010.10施行

米国
改正TSCA:2016.6施行
CPSIA:2008.8施行

１．最近の化学物質規制動向

韓国
韓国版RoHS:2008.1施行

 含有化学物質に関わる法規制の全世界的な広がり
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シンガポール
シンガポール版RoHS:2017.6施行

台湾
台湾版RoHS:2017.7施行

アラブ首⾧国連邦(UAE)
UAE版RoHS:2018.1施行

湾岸諸国(GCC)
GCC版RoHS:2018.3公表 4

韓国版RoHS:2008.1施行
改正K-REACH:2019.1施行



日本 化審法第一種特定化学物質 規制動向
①パーフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質
・概要:2020年12月に予定されていたPFOAとその塩及びPFOA 関連物質の化審

法/第一種特定化学物質への指定が延期された。PFOAとその塩を使用する
輸入禁止製品を指定。

・要求事項:製造、輸入、使用の禁止
・公布日:PFOAとその塩:2021年4月以降

PFOA関連物質:2021年9月以降
・主な用途:PFOAとその塩:フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤

１．最近の化学物質規制動向
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・主な用途:PFOAとその塩:フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤
PFOA関連物質:撥水撥油剤、合成繊維・繊維処理剤

・ご依頼:既にEU POPs規則に基づき弊社の含有制限化学物質に指定しています。
化審法では 濃度閾値がないためより厳しい含有制限になります。

②UV-328(CAS番号 25973-55-1)
・概要:POPRC16(第16回残留性有機汚染物質検討委員会)にて、 UV-328が

次回POPRC17に向けてリスク調査案を作成する段階に進むことが決定された。
・要求事項:製造、輸入、使用の禁止
・公布日:2024年春
・主な用途:紫外線吸収剤
・ご依頼:POPs条約廃絶物質に決まり次第代替化をお願いする予定です。



EU REACH規制動向
①ビスフェノールA(BPA)および構造的に同様な懸念があるビスフェノール類
・概要:BPAはREACH規則のSVHCに指定され、0.1wt%以上含有するアーティクル

に対して情報伝達が義務付けられている。また、制限対象物質にも指定され、
BPAを0.02wt%以上含有する感熱紙は欧州域内での上市が禁止されている。
対象物質、および対象用途を拡大する制限改定に向け情報収集がされている。

・加盟国が提案した制限内容:
-添加剤としての使用、および成形品の含有量(0.02重量%)を制限
-輸入品を含む成形品中の残留物(未反応モノマー)の含有量(0.02重量%)を制限

１．最近の化学物質規制動向
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-輸入品を含む成形品中の残留物(未反応モノマー)の含有量(0.02重量%)を制限
等

・制限の草案提出予定:2021年10月
・主な用途:ポリカーボネート樹脂、およびエポキシ樹脂の製造原料、ポリ塩化ビニルの安

定剤、酸化防止剤
・ご依頼:制限内容が確定次第、代替化をお願いする予定です。



米国 TSCA規制動向
①イソプロピル化フェノールのリン酸塩(3:1) [PIP(3:1)] (CAS番号 68937-41-7

etc.)
・概要:米国TSCA Section6(h)でPIP(3:1)を含有する製品、およびアーティクルの製

造、加工および商業的流通を禁止、および制限する最終規則が公布され、施行
日が決定した。

・要求事項:PIP(3:1)またはPIP(3:1)を含む製品またはアーティクルを商業的に処理
すること、及び流通することを禁止

・公布日:2021年1月21日

１．最近の化学物質規制動向
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・公布日:2021年1月21日
・適用日:2021年2月25日
・主な用途:ケーブルやハーネスなどで使用されるPVCの難燃剤、可塑剤
・ご依頼:既に弊社の含有制限化学物質に指定し、代替化をお願いしています。



米国 TSCA規制動向(続き)
②ペンタクロロチオフェノール(PCTP)(CAS番号 133-49-3)
・概要:米国TSCA Section6(h)でPCTP、および1重量％を超えるPCTPを含有する

製品、およびアーティクルの製造、加工および商業的流通を禁止、および制限す
る最終規則が公布され、施行日が決定した。

・要求事項:PCTP、および1重量％を超えるPCTPを含有する製品、およびアーティクル
の製造、加工および商業的流通を禁止

・公布日:2021年1月21日
・適用日:2021年2月25日

１．最近の化学物質規制動向
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・適用日:2021年2月25日
・主な用途:ゴム製品製造における素練り促進剤
・ご依頼:日本では既に化成品としての製造・販売・輸入が無いことを確認しています。

海外サプライヤから調達している場合、含有禁止徹底をお願いします。

③⾧鎖パーフルオロアルキルカルボン酸(LCPFAC)、およびパーフルオロオクタン酸
(PFOA)またはその塩
後述の「今後の改定予定」の項目で説明する。



１．最近の化学物質規制動向

 EU REACH規則 第24次SVHC （高懸念物質＝認可対象候補物質）
として2物質が追加された。 (2021/1/19 ECHAが公表）

物質名 CAS 番号 指定の理由 用途
ビス（2-(2-メトキシエトキシ）エチル）エーテル
（＝テトラエチレングリコールジメチルエーテル）
（＝テトラグライム）

143-24-8 生殖毒性 インク及びトナーにおける溶媒/抽
出剤として使用されている。

ジオクチルスズジラウレート, スタンナン, ジオクチル-, 
ビス(ココ アシルオキシ) 誘導体及びその他のスタン

生殖毒性 （REACH規則の下に登録されて
いない。）
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※今回、SVHCに新規に上記2物質が追加され、211物質となった。

ビス(ココ アシルオキシ) 誘導体及びその他のスタン
ナン, ジオクチル-, ビス(脂肪酸アシルオキシ)誘導
体(その中の脂肪酸アシルオキシ部分の主な炭素
数はC12) 

・ジオクチルスズジラウレート

・スタンナンのジオクチル, ビス（ココ アシルオキシ）
誘導体

－

3648-18-8

91648-39-4

いない。）
本物質の単一成分構成体である
ジオクチルスズジラウレートは、接着
剤及び封止剤として使用されてい
る。



Alert No.:****
Category: Toys
Product:Plastic doll
Brand:****
Name:****
Type/ number of model:****

 EU REACH規則違反事例 2020年6月公開事案

玩具

１．最近の化学物質規制動向

基準以上のフタル酸エステル（DEHP)を
含有している。

Safety Gate (旧RAPEX):欧州緊急警報システム WEB上で通知される

Type/ number of model:****

Risk type:chemical
The plastic material of the product contains an excessive amount of 
bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (measured value: 31 % by weight).

The product does not comply with the REACH regulation.
Measures taken : Recall of the product from end users, Withdrawal of the 
product from the market
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製品はREACH規則（制限物質）に適合していない

措置: ユーザーからのリコールと市場から製品回収

含有している。



chemSHERPA 管理対象物質を伝達SDS

chemSHERPA-CI:化学品用

化学製品メーカー

部品・部材メーカー部品・部材メーカー

chemSHERPA-AI:成形品用

２．chemSHERPA概要

 JAMPの仕組み - サプライチェーン全体の流れ

chemSHERPA 管理対象物質を
chemSHERPA-CI、AIで伝達
ITシステム ProChemistで効率化

顧客・消費者

完成品メーカー

chemSHERPA-AI
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chemSHERPA（9→10基準）
LR01 化審法(第一種特定化学物質)

LR02 TSCA（使用禁止または制限の
対象物質（第6条））

LR03 ELV指令

LR04 RoHS指令

chemSHERPA V2（現行）で追加

LR08 欧州医療機器規則

（MDR:Medical Device Regulation）

2017/5/25制定
2020/5/26適用→新型コロナウイルスの影響で

2021/5/26に延期

管理対象基準

２．chemSHERPA概要

LR04 RoHS指令

LR05 POPs規則 Annex Ⅰ

LR06 REACH 認可対象候補物質
(SVHC)

LR07 REACH 付属書XⅦ制限物質

LR08 欧州医療機器規則（MDR）

IC01 GADSL（自動車業界）

IC02 IEC62474 （電気電子業界）

特定の医療機器について、 以下の含有が制限され、
含有を認められる場合は表示が必要となる。
 CLP規則のCMR物質
（発がん性物質・変異原性物質・生殖毒性物質）
 REACH規則のSVHCの中で人に対する内分泌かく

乱物質(EDC)に該当するもの
 殺生物性製品規則(BPR)における人に対する内分

泌かく乱物質(EDC)に該当するもの
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 SCIP-DB（データベース）とは
・欧州廃棄物枠組み指令（2018改正）により、 2021年1月5日以降、 SVHC   
（高懸念物質＝認可対象候補物質）に関する情報を、ECHA（欧州化学品庁）
が設置するSCIPデータベースに登録することが義務付けられた。

・アーティクル中に0.1wt%を超えてSVHCを含有する製品について登録が必要になる。
・義務を負うのは欧州輸入業者だが、該当する場合、情報を提供する必要が生じる。

SCIP-DB対応chemSHERPAについて

２．chemSHERPA概要

 SCIP-DB対応chemSHERPA-AI
・現在のツールはすでにSCIP-DBに対応しており、SCIPが要求する登録必須項目を、
サプライチェーンで情報伝達できるように、項目が追加されている。

・基本情報画面でSCIPを選択すると、SCIP情報の入力が可能になる。選択しなけれ
ば、これまでと使用方法は変わらない。

・成形品を納入されているお取引先の方は、
「資料３ SCIP-DB対応chemSHERPA-AIの概要説明」を視聴しご確認ください。
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 chemSHERPAは、JAMP/chemSHERPAウェブサイトから最新のツールをダウンロードし
てお使いください。

https://chemsherpa.net/tool

これまでどおり、内容に変更がないことが明確な場合は、基本的には、改めてデータを提出
しなくて結構ですが、事業部、グループ会社から指示がある場合は、データの提供にご協力

chemSHERPAに関して、お取引先の皆さまへのお願い

２．chemSHERPA概要

しなくて結構ですが、事業部、グループ会社から指示がある場合は、データの提供にご協力
ください。

旧様式（JAMP AIS/MSDSplus）からのコンバート取り込み機能搭載が、ツールバージ
ョン2.02で最終となります。2022年8月31日まで猶予期間がありますが、旧様式のデータ
を保存されている場合は早めにchemSHERPA様式に変換するようにお願いします。
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 chemSHERPA-AIをお使いの方;
SVHCの含有率算出分母に関わるアーティクルフラグの機能は、基本的には、デフォルトの
状態で使用してください。事業部、グループ会社から指示があれば、それに従ってください。

chemSHERPA-AIをお使いの方;
chemSHERPA-AIへのSCIP情報入力は、成形品の製品にSVHCが含まれる場合に必

chemSHERPAに関して、お取引先の皆さまへのお願い (続き）

２．chemSHERPA概要

chemSHERPA-AIへのSCIP情報入力は、成形品の製品にSVHCが含まれる場合に必
要となることがあります。化学品は対象外です。
成形品を納入されているお取引先の方は、
「資料３ SCIP-DB対応chemSHERPA-AIの概要説明」を視聴しご確認ください。

chemSHERPAに関して不明点があれば、最後に示す問合せ先まで、遠慮なくご連絡くだ
さい。よろしくお願いします。
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調達 製造 販売

化学製品

材料製品

化学物質の環境安全管理富
士
フ
イ
ル
ム
グ
リ
ー
ン

 弊社の含有化学物質情報の把握・管理のルール

原材料

混合物

３．富士フイルムグリーン調達基準
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機器製品

材料製品

含有化学物質の管理

フ
イ
ル
ム
グ
リ
ー
ン
調
達
基
準

調達に対する基準
富士フイルムグリーン調達基準

部品

部材



 富士フイルムグリーン調達基準書

1）含有制限化学物質
「法令または管理方針により禁止または制限する物質」
＝REACH・RoHSの制限対象物質等

１．対象
弊社および弊社グループ会社への納入品

２．調達品グリーン基準

３．富士フイルムグリーン調達基準

＝REACH・RoHSの制限対象物質等
⇒グリーン調達基準書に対象の物質を収載

●含有しない、または閾値未満の順守と情報提供
⇒法規制順守証明書類の提出をお願いする場合有り

（非含有証明等）

2）含有量把握管理化学物質
「chemSHERPA管理対象物質」

＝REACH 、RoHS、ELV、TSCA、化審法・・
●含有量の情報提供 chemSHERPA-CI,AI
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富士フイルム グリーン調達基準書(Ver. 3.4(2020年9月30日改定))
改定内容

１．別表1（1）、（2）の下記内容を変更
①含有制限化学物質に「US TSCA Section 6(h) PBT化学物質」を追加
②パーフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩およびPFOA関連化合物の制限が

EU REACH規則からEU POPs規則に変更されたことに伴う修正
③衣服または関連アクセサリ及び衣類と同程度に人の皮膚に接触する衣類以外の

３．富士フイルムグリーン調達基準

③衣服または関連アクセサリ及び衣類と同程度に人の皮膚に接触する衣類以外の
テキスタイル中に含有される特定の発がん性、変異原性及び生殖毒性物質の
規制値を設定
※この関連で、別表６、別表７を追加。（詳細はグリーン調達基準書参照）

④下記法規の対象物質は例示せず、参照URLを表示
・ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第１種特定化学物質
・ 労働安全衛生法 製造等禁止物質
・ 毒劇物取締法 特定毒物
・ オゾン層保護法 特定物質
・ 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(化学兵器禁止法) 特定物質
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富士フイルム グリーン調達基準書(Ver. 3.4(2020年9月30日改定))
改定内容(続き)

２．別表2、別表3記載の欧州RoHS指令適用除外項目を最新内容に更新
・ 適用除外延長申請により「適用期日」から「延長審議中」にステータス変更
・ 「適用期日」が確定したものを「延長審議中」から「期日」に変更
・ 適用除外追加（ANNEX III No.43、44、ANNEX IV No.44）
・ 期限終了の適用除外に終了日を追記

３．富士フイルムグリーン調達基準
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法律に適合した製品をお客様に提供し続けるため、グリーン調達基準の順守
をお願いいたします。

JAMPが提供する情報伝達シート（chemSHERPA-AI、ＣＩ）の提供を
お願いします。

下記情報に変更があった場合は、資料の更新と提供をお願いします。

 お取引先様へのお願い

３．富士フイルムグリーン調達基準
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下記情報に変更があった場合は、資料の更新と提供をお願いします。

*変更情報:
１．規制対象物質の追加

例) 欧州REACH規則 認可候補物質(SVHC)の追加
２．調達先からの新たな情報の入手

例）chemSHERPA管理対象物質の含有が新たに判明
３．使用原材料・部品・部材の変更



 今後の改定予定（2021年6月改定予定）
①米国TSCAの規制の改定により、「⾧鎖パーフルオロアルキルカルボン酸(LCPFAC)、

およびパーフルオロオクタン酸(PFOA)またはその塩」を含有制限化学物質に追加
・概要:特定のLCPFAC、およびPFOAまたはその塩を含む表面コーティングをアーティクル

の一部として米国で輸入する場合、輸入者はそのアーティクルの輸入を開始する
少なくとも90日前に、EPA（米国環境保護庁）に重要新規利用届出を提出す
る必要が生じた。

・要求事項:特定のLCPFAC、およびPFOAまたはその塩を含む表面コーティング※をアー

３．富士フイルムグリーン調達基準
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・要求事項:特定のLCPFAC、およびPFOAまたはその塩を含む表面コーティング※をアー
ティクルの一部として米国で輸入する場合、輸入者はそのアーティクルの輸入
を開始する少なくとも90日前に、EPA（米国環境保護庁）に重要新規利
用届出を提出する。
※2021年1月19日発行ガイドラインにて「通常の使用において、表面コー

ティングが内側または外側に向けられているかにかかわらず対象､また内部
部品でも対象｣であることを規定

・公布日:2020年7月27日
・適用日:2020年9月25日



 今後の改定予定（2021年6月改定予定）(続き)

・対象物質:下記で規定される物質
・LCPFAC:40 C.F.R. § 721.10536(b)(2) 
・PFOAまたはその塩:40 C.F.R. § 721.10536(b)(3) 
但し、不純物は対象外

・ご依頼:主たるメーカーは既に製造中止していることを確認しています。古いコーティング
剤や塗料を使用している場合、含有禁止徹底をお願いいたします。

３．富士フイルムグリーン調達基準
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※1:現代のバイオテクノロジーにより改変された生物
※2:ウイルス、細菌、真菌、寄生虫、プリオン並びに微生物の産生する毒素並びに同様の構造を有する

３．富士フイルムグリーン調達基準

 今後の改定予定（2021年6月改定予定）(続き)
②遺伝子組換え生物等、病原体等、およびバイオロジカルマテリアルの調達基準追加

１．概要

弊社では、遺伝子組換え生物等※1、病原体等※2、およびバイオロジカルマテリアル※3の取
り扱いが増えており、法令順守と安全確保のため、これらについての基準を追加する。

※2:ウイルス、細菌、真菌、寄生虫、プリオン並びに微生物の産生する毒素並びに同様の構造を有する
人工物で、人体、動物、および環境に危害を及ぼす要因となるもの。

※3:生体由来の原料、材料、および原材料であって、病原体等を含む、または病原体等を含む可能性
のあるもの。
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下記例を納入※4いただいているお取引先様。
・遺伝子組換え生物等:リコンビナントペプチド用受容体生物、供与体生物等
・病原体等:ウイルス、細菌、真菌等
・バイオロジカルマテリアル:培地用血清等

※4:生体由来の原材料・物品のうち感材用ゼラチン・カメラのストラップなどの皮革製品、酢酸セルロー
ス・紙類など植物由来原材料・物品、および研究開発用途は対象外

２．関係するお取引先様



３．富士フイルムグリーン調達基準

3. お願いすること
(1)グリーン調達基準に適合した物品・原材料の納品
(2)グリーン調達基準に従った情報の提供

例:動物検疫証明書の提出
(3)納入品に応じた表示・運搬

例:WHOの「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス」に準拠した表示や拡散
防止機能を有するものを用いての運搬
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お問合せ先

富士フイルム（株） ESG推進部 環境・品質マネジメント部

グリーン調達基準担当
Email. FF_Green_Procurement@fujifilm.com      
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