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 国際的な環境課題と目標
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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、新型コロナウイルスの影響で延期され2021.7開催予定であったが、パンデミックの終焉
が予見できないため、開催時期は未定となっております。
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 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
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１．最近の化学物質規制動向

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）
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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

ウクライナ
ウクライナ版RoHS
：2017.9施行

オマーン
RoHS：2021.12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
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韓国
韓国版RoHS：2008.1施行
改正K-REACH:2019.1施行

 含有化学物質に関わる法規制の全世界的な広がり

サウジアラビア
RoHS：

2022.7施行
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化学物質 規制動向
今後規制が予想される化学物質の情報をお伝えいたします。
①パーフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及び関連物質
・概要：有機フッ素化合物について、世界的に規制される動向がみられます。なかでもこのパーフルオロ

ヘキサンスルホン酸（PFHxS）は、ストックホルム条約の第10回締約国会議（COP10）
にて廃絶に追加される予定です。

・要求事項：製造、輸入、使用の禁止
・廃絶物質追加見込み：2022年春～夏頃
・ご依頼：条約の廃絶物質に決まり次第代替化をお願いする予定です。
②UV-328(CAS番号 25973-55-1)
③デクロランプラス(CAS番号 13560-89-9、135821-74-8、135821-03-3)
・概要：POPRC17(第17回残留性有機汚染物質検討委員会)にて、 UV-328、及びデクロラン

プラスについて、廃絶物質追加の検討が進みました。今後規制の適用除外を検討するため、
使用用途/代替に関わる情報の調査が経済産業省主導で実施されます。
またUV-328は、2020/2にREACH規則附属書XIVの認可対象物質リストに追加されました
ので、2023/11/27以降はEUでは実質的には使用できなくなる物質です。

・要求事項：製造、輸入、使用の禁止
・廃絶物質追加見込み：2023年春頃見込み
・主な用途：紫外線吸収剤（UV-328）、電気ケーブル等の被膜の難燃剤（デクロランプラス）
・ご依頼：条約の廃絶物質に決まり次第代替化をお願いする予定です。

１．最近の化学物質規制動向
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化学物質 規制動向
EU RoHS指令に関する重要な動向
④中鎖塩素化パラフィン（MCCPs：CAS番号 85535-85-9）
⑤テトラブロモビスフェノールA（TBBPA：CAS番号 79-94-7）
・概要：EU RoHS指令の見直しの枠組みPack15の最終報告書にて、この２物質は

制限物質に追加することが推奨されました。
・要求事項：電子電機製品での使用制限
・最大許容含有閾値：0.1wt％（④⑤共）
但し④については、EU POPs規則で制限される可能性もあり、その場合の含有閾値
は、未定です。
・公布日：不明
・ご依頼： ④⑤共にchemSHERPA管理対象物質になっております。また、④は
2021年7月にSVHCに指定されました。納入品に含有している場合は、適切に
ご報告をお願いします。

１．最近の化学物質規制動向
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１．最近の化学物質規制動向

物質名 CAS 番号 指定の理由 主な用途

１ トリス(2-メトキシエトキシ)ビニルシラン 1067-53-4 生殖毒性（57条c) ゴム及びプラスチック製造時の非金属
表面処理溶液、分散剤、封止剤

２
S-(トリシクロ[5.2.1.0'2,6]デカ-3-エン-8(or 9)-イル) O-(イソプロ
ピルor イソブチルor 2-エチルヘキシル) O-(イソプロピルor イソブチル
or 2-エチルヘキシル)ホスホロジチオエート

255881-94-8 PBT（57条d) 潤滑油（添加剤）

３ 6,6'-ジｰtert-ブチル-2,2'-メチレンジ-p-クレゾール(DBMC) 119-47-1 生殖毒性（57条c)
ポリマーの製造における抗酸化剤又
は安定剤。ゴム産業における添加剤。
潤滑剤、グリース、接着剤、封止剤、
作動油及び金属 加工油。

４

(±)-1,7,7-トリメチル-3-[(4-メチルフェニル)メチレン]ビシクロ[2.2.1]
ヘプタン-2-オン の個々の異性体および／またはそれらの組み合わせの
いずれかを含む（4-MBC）

・(3E)-1,7,7-トリメチル-3-(4- メチルベンジリデン) ビシクロ[2.2.1]
ヘプタン-2-オン
・(1R,3E,4S)-1,7,7-トリメチル-3-(4-メチルベンジリデン) ビシクロ
[2.2.1]ヘプタン-2-オン
・(1S,3Z,4R)-1,7,7-トリメチル-3-(4-メチルベンジリデン) ビシクロ
[2.2.1]ヘプタン-2-オン
・(±)-1,7,7-トリメチル-3-[(4-メチルフェニル)メチレン] ビシクロ
[2.2.1]ヘプタン- 2-オン
・(1R,4S)-1,7,7-トリメチル-3-(4- メチルベンジリデン) ビシクロ
[2.2.1]ヘプタン-2-オン
・(1S,3E,4R)-1,7,7-トリメチル-3-(4-メチルベンジリデン) ビシクロ
[2.2.1]ヘプタン-2-オン
・(1R,3Z,4S)-1,7,7-トリメチル-3-(4-メチルベンジリデン) ビシクロ
[2.2.1]ヘプタン-2-オン

・1782069-81-1

・95342-41-9

・852541-25-4

・36861-47-9

・741687-98-9

・852541-30-1

・852541-21-0

人の健康に対する内分
泌かく乱性（57条f)

化粧品及びパーソナルケア製品にお
けるUVフィル ター

 EU REACH規則 第26次SVHC （高懸念物質＝認可対象候補物質）として4物質（群）が追加された。
(2022/1/17 ECHAが公表 https://echa.europa.eu/candidate-list-table）

※今回、SVHCに新規に上記4物質(群)が追加され、223物質(群)となった。 ※ECHAウェブサイトより引用

https://echa.europa.eu/candidate-list-table


Alert No.:****
Category: Toys
Product：Set of plastic balls
Brand：****
Name：****
Type/ number of model：****

Risk type：chemical
The plastic material of the toy contains an excessive amount of 
diisobutyl phthalate (DIBP)(measured value up to 31,8% by weight)

The product does not comply with the REACH regulation.
Measures : Withdrawal of the product from the market 
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 EU REACH規則違反事例 2021年6月公開事案

玩具

製品はREACH規則（制限物質）に適合していない

１．最近の化学物質規制動向

措置： 市場から製品回収

基準以上のフタル酸エステル（DIBP)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



chemSHERPA 管理対象物質を伝達SDS

chemSHERPA-CI：化学品用

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

化学製品メーカー

部品・部材メーカー

chemSHERPA-AI：成形品用

顧客・消費者

完成品メーカー

chemSHERPA-AI

２．chemSHERPA概要
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 JAMPの仕組み - サプライチェーン全体の流れ



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
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）

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

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

管理対象基準

２．chemSHERPA概要
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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。

 chemSHERPA-AIにおけるSCIP情報の入力
・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、「SCIP-DB概要／chemSHERPA-AI
入力方法」の動画を視聴し、 chemSHERPA-AIでSCIP情報の入力をお願い
します。

SCIP-DBの概要とchemSHERPA-AIの対応について

２．chemSHERPA概要
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 chemSHERPAは、JAMP/chemSHERPAウェブサイトから最新のchemSHERPA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、改めてデータを提出しなくて結構で
すが、弊社からデータ提供のご依頼をさせていただく際にはご協力ください。

旧様式（JAMP AIS/MSDSplus）からのコンバート取り込み機能は、ツールバージョン
2.03から搭載されていません。コンバートは、使用期限が2022年8月31日まで延長され
た2.02で可能ですが、旧様式のデータは早めにchemSHERPA様式に変換し、最新のツ
ールバージョンでご提供をお願いします。

IEC62474との規格整合（グローバル対応）に向けて、半角英数字入力をルールとして
います。今後のchemSHERPAへの入力は半角英数字としてください。
グローバル対応の今後のスケジュールは下記URLを参照。
https://chemsherpa.net/news/chemsherpa/?p=2559

chemSHERPAに関して、お取引先の皆さまへのお願い

２．chemSHERPA概要
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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
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、 「SCIP-DB概要／chemSHERPA-AI入力
方法」の動画を視聴し、 chemSHERPA-AIでSCIP情報の入力をお願いします。

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。

chemSHERPAに関して、お取引先の皆さまへのお願い (続き）

２．chemSHERPA概要
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調達 製造 販売

化学製品

機器製品

材料製品

化学物質の環境安全管理

含有化学物質の管理

富
士
フ
イ
ル
ム
グ
リ
ー
ン
調
達
基
準

 弊社の含有化学物質情報の把握・管理のルール

調達に対する基準
富士フイルムグリーン調達基準

原材料

混合物

部品

部材

３．富士フイルムグリーン調達基準



 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
⇒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）

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

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

３．富士フイルムグリーン調達基準
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富士フイルム グリーン調達基準書(Ver. 3.5(2021年9月公開))
改定内容

１．別表1の下記内容を変更
①あへん法、大麻取締法、麻薬特例法による規制物質を追加します。

②米国TSCAの重要新規利用規則（SNUR）の改正に伴い、含有制限化学物質(L物質)
に、長鎖ペルフルオロアルキルカルボン酸塩（LCPFAC）を追加します。
含有禁止化学物質：特定の長鎖ペルフルオロアルキルカルボン酸塩(LCPFAC)
禁止対象 ：アーティクルの表面コーティング

・濃度閾値はなく、含有禁止。不純物は対象外。
・具体的規制対象物質は、米国 TSCA LCPFAC SNUR 40 C.F.R§721.10536(b)(2)
に規定。
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３．富士フイルムグリーン調達基準



富士フイルム グリーン調達基準書(Ver. 3.5(2021年9月公開))
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
・ 適用除外項目追加（ANNEX III No.45）
・ 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
・ 期限終了の適用除外に終了日を追記
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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

*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

３．富士フイルムグリーン調達基準



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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