
【概要説明編】

chemSHERPA
製品含有化学物質情報伝達スキーム



• 情報伝達スキームの標準化に関する課題認識
• 情報伝達スキームの構成要素
• 管理対象物質
• 化学品 および 成形品の伝達情報とデータフォーマット
• 成形品の遵法判断情報の設定(エリア)
• 成分情報の伝達の閾値
• 責任ある情報伝達
• データ作成⽀援ツール
• 情報伝達スキームの標準化に向けて

説 明 項 ⽬



情報伝達スキームの標準化に関する課題認識

現状において、電気電⼦分野が関わる製品含有化学物質の情報伝達の標準スキームとして、JAMP及
び旧JGPSSIの２つが存在（他に⾃動⾞分野のIMDSも存在）。かつ、それらの「標準スキーム」によ
る情報伝達は合計4割に満たず、6割以上は各個別企業の独⾃様式。サプライチェーンの川中の事業者
は、これら多⼤な数のスキームに対応しなければならず、過⼤な負担を負っているケースもある。

中⼩企業 平均値 うち分析費
川上 300 168
川中 153 87
川下 156 54
その他 418 381
中⼩企業・計 223 128

顧客から要求される様式の割合
(中⼩企業164社、複数回答あり)

【情報伝達スキームの利⽤状況】

（万円／年）
【化学物質管理対応コスト】

⼤企業 平均値 うち分析費
川上 2,523 774
川中 2,685 1,389
川下 2,871 1,909
その他 1,635 50
⼤企業・計 2,579 1,177

アーティクルマネジメント
推進協議会
(パナソニック、リコー、住友
化学、三菱化学、村⽥製作所、
⽇⽴製作所、富⼠通など)

⾃動⾞業界
(トヨタ、⽇産、ホンダなど
＋欧・⽶の主な⾃動⾞メーカー)

グリーン調達調査共通化協議会
（現 VT62474）
(ソニー、キヤノンなど
＋欧・⽶の主な電気電⼦メーカー)

（出典：平成23年度経済産業省委託調査 製品含有化学物質の情報伝達の実態に関する調査）

3

「化学物質規制と我が国企業のアジア展開
に関する研究会 取りまとめ(2013)」より



製品含有化学物質情報伝達スキーム chemSHERPA とは
製品含有化学物質の情報伝達共通スキーム
• 製品に含有される化学物質を適正に管理し、拡⼤する規制に継続的に対応するためには、

サプライチェーンにおける製品含有化学物質の情報伝達が重要
• chemSHERPAは、サプライチェーン全体で利⽤可能な情報伝達の仕組みを提供

確実かつ効率的な製品含有化学物質の情報伝達のために
• 川上から川下まで、商社等も含むサプライチェーンに関係する事業者における利⽤を考

慮したデザイン
• 情報伝達の対象とする化学物質、情報項⽬、国際標準を採⽤したデータフォーマット、

など、共通の考え⽅に基づく情報伝達の実践が可能
• 共通の物質リストに基づく成分情報、成形品については製品分野ごとの遵法判断情報も

合わせて、「責任ある情報伝達」として情報を作成・伝達

情報伝達と管理の課題への継続的な取り組み
• 製品含有化学物質管理の課題の解決への継続的な取り組み
• 物質リストの定期更新、国際標準化の推進、普及研修のツール・機会等の提供

データ作成⽀援ツールを公開、運⽤開始
• 2015年10⽉、データ作成⽀援ツールの正規版をリリース
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chemSHERPA情報伝達スキームの構成要素

データの作成・加⼯・提供/回答

情報伝達

の流れ

情報流通・
蓄積インフラ

A社 B社 C社
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chemSHERPA
Chemicals data

XML

chemSHERPA
Article data

XML

情報伝達

の流れ

chemSHERPA
Article data

XML

[利⽤ルール]
chemSHERPA情報伝達スキームを⽤いて、情報伝達を
⾏うすべての組織が遵守すべき原則。

[データ作成⽀援ツール(互換ソフトウェア)]
所定のデータフォーマットへのデータの書き込み・閲
覧等のためのソフトウェア。運営組織から提供される
基本機能データ作成⽀援ツールのほか、パッケージ・
ソフトウェアや社内システム等の活⽤も想定。

[ITシステム](将来構想)
サプライチェーンにおいて、多数の情報伝達を効率的
に授受するための、データベース、情報交換ポータル
などのシステム。

[管理対象物質]
情報伝達の対象とする化学物質。管理対象基準(法規
制・業界基準)によって規定される。

[データフォーマット]
製品含有化学物質情報を電⼦データ化するための
フォーマット。IEC62474のXMLスキーマを採⽤。



管理対象物質(1)
管理対象基準の選定の考え⽅

• 新情報伝達スキームでは、サプライチェーンにおける製品含有規制物質の情報伝達の確
実化・円滑化のために、サプライチェーン全体が必要とし、サプライチェーン全体で合
意できる管理対象基準を選定することを⽬指す。

管理対象基準の選定
① 全般

• 製品含有化学物質に関係のある法規制及び／⼜は業界基準から管理対象基準を選定する。
• 法規等の内容（条件、表現、判断基準など）については変更せずに採⽤する。

② 法規制
• 初版では、⽇⽶欧の主要な法規制を対象とする。
• アジア諸国等の法規制についても、今後取り⼊れる可能性を有する。管理対象基準とし

て取り⼊れるべきかを⼗分に検討したうえで、必要であれば管理対象基準の変更⼿続き
に則り、追加していく。

③ 業界基準
• 初版では、電気電⼦業界および⾃動⾞業界を対象とする。
• 他業界の基準についても、今後取り⼊れる可能性を有する。管理対象基準として取り⼊

れるべきかを⼗分に検討したうえで、必要であれば管理対象基準の変更⼿続きに則り、
追加していく。

 管理対象物質リストの維持管理
• 検索⽤リストは、年2回の改訂を予定(1⽉,7⽉)。
• 管理対象基準の変更は、改訂のルールを定め、提案を受け付ける。
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管理対象物質(2)

管理対象
基準ID 対象とする法規制及び業界基準（並び順は制定年順）

LR01 ⽇本 化審法 第⼀種特定化学物質

LR02 ⽶国 有害物質規制法（Toxic Substances Control 
Act：TSCA）使⽤禁⽌または制限の対象物質（第6条）

LR03 EU ELV指令 2011/37/EU 
LR04 EU RoHS指令 2011/65/EU ANNEX II 
LR05 EU POPs規則 (EC) No 850/2004 ANNEX I 

LR06
EU REACH規則 (EC) No 1907/2006
Candidate List of SVHC for Authorisation（認可対象
候補物質）およびANNEX XIV（認可対象物質）

LR07 EU REACH規則 (EC) No 1907/2006 ANNEX XVII
（制限対象物質）

IC01 Global Automotive Declarable Substance List 
(GADSL)

IC02 IEC 62474 DB Declarable substance groups and 
declarable substances

管理対象基準
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GADSL

IEC 62474

REACH
ANNEX 
XVII

化審法

・・・・・・

管理対象物質：管理対象基準の
法規制・業界基準の対象となる
化学物質の和集合によって規定
される。
（包含関係はイメージ）



化学品の伝達情報(chemSHERPA-CI)とデータフォーマット
 化学品の製品含有化学物質情報は、含有される管理対象物質の成分情報とする。
 データフォーマットは、IEC 62474のXMLスキーマを利⽤し、成形品のデータ

フォーマットと整合する仕様とする。

chemSHERPA
Chemicals data

XML

chemSHERPA
Article data

XML

chemSHERPA
Chemicals data

XML

chemSHERPA
Article data

XML

chemSHERPA
Article data

XML

chemSHERPA
Article data

XML

情報項⽬ 対象 データフォーマット
0 ビジネス情報 組織名・担当者名等 IEC62474

XMLスキーマを準⽤1 成分情報 管理対象物質

8



成形品の伝達情報(chemSHERPA-AI)とデータフォーマット
 成形品の製品含有化学物質情報は、含有される管理対象物質の成分情報、及び

遵法判断情報とする。
 データフォーマットは、国際的な普及を考え、IEC 62474のXMLスキーマを

採⽤する。
情報項⽬ 対象 データフォーマット

0 ビジネス情報 組織名・担当者名等
IEC 62474

XMLスキーマを採⽤1 成分情報
(階層)－部品－材質－物質の構造 管理対象物質

2 遵法判断情報 “エリア”による指定

chemSHERPA
Chemicals data

XML

chemSHERPA
Article data

XML

chemSHERPA
Chemicals data

XML

chemSHERPA
Article data

XML

chemSHERPA
Article data

XML

chemSHERPA
Article data

XML
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エリアによる成形品の遵法判断情報の設定
 遵法判断情報の内容を、“エリア”で指定 (対象物質、報告⽤途、報告閾値など)する。

エリア名 対象とする法規制・業界基準

IEC 62474 IEC 62474 DB: Declarable substance 
groups and declarable substances

GADSL

REACH
ANNEX XVII

化審法

・・・・・・

IEC 62474

■エリア「IEC 62474」のデータ⼊⼒画⾯のイメージ(⼀部)
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エリアの設定
 エリアは、管理対象基準とした法規制及び／⼜は業界基

準の中から選択する。
 初期設定では、電気電⼦機器分野向けの遵法判断情報の

ために、IEC 62474をエリアとして採⽤する。
 今後、必要に応じて、別の製品分野のためのエリアの追

加を検討する。



成分情報の伝達基準
法規制等の規定する閾値 管理対象物質の含有濃度 成分情報の伝達の要否

法規制等の対象
⽤途に⽤いられ
ることが明らか
な場合、及び⽤
途が不明の場合

法規制等の
規定する閾値
> 0.1wt% 

法規制等が含有を制限する
濃度以上

当該化学物質を含む成分情報の
伝達を必須とする。

chemSHERPAの⾃主基準
0.1wt%以上、かつ法規制等
が含有を制限する濃度未満

当該化学物質を含む成分情報を、
chemSHERPAの⾃主基準に基
づいて伝達する。

chemSHERPAの⾃主基準
0.1wt%未満

当該化学物質の情報伝達は不要
とする。任意の伝達が可能。

法規制等の
規定する閾値
≦ 0.1wt% 

法規制等が含有を制限する
濃度以上

当該化学物質を含む成分情報の
伝達を必須とする。

法規制等が含有を制限する
濃度未満

当該化学物質の情報伝達は不要
とする。任意の伝達が可能。

法規制等の対象⽤途に⽤いられない
ことが明らかな場合

chemSHERPAの⾃主基準
0.1wt%以上

当該化学物質を含む成分情報を、
chemSHERPAの⾃主基準に基
づいて伝達する。

chemSHERPAの⾃主基準
0.1wt%未満

当該化学物質の情報伝達は不要
とする。任意の伝達が可能。
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•管理対象物質は、有害性等を根拠とした法規制等の対象となっている物質であること
から、原則として、企業機密(CBI)の対象にならないと考える。



責任ある情報伝達
 サプライチェーンにおける授受される、chemSHERPAの製品含有化学物質は、

すべてが「責任ある情報伝達」である。

［化学品］
 化学品の成分情報の伝達における「責任ある情報伝達」として、供給者からの情報や⾃社の知⾒に

基づき、可能な限りの努⼒による情報を伝達する。化学品の成分情報を伝達する者は、「責任ある
情報伝達」に即した情報であることを承認（オーソライズ）した情報を伝達する。

［成形品］
 成形品の成分情報の伝達における「責任ある情報伝達」として、供給者からの情報や⾃社の知⾒に

基づき、可能な限りの努⼒による情報を伝達する。成形品の成分情報を伝達する者は、「責任ある
情報伝達」に即した情報であることを承認（オーソライズ）した情報を伝達する。選択したエリア
において参照される法規制等の対象となる管理対象物質については、成分情報の伝達閾値以上含有
される全ての物質について、情報を伝達する。

 成形品の遵法判断情報の伝達における｢責任ある情報伝達｣として、成形品の供給者として、供給先
に対し、｢エリア｣によって規定される基準に基づいて材料宣⾔する。エリアに基づく遵法判断情報
のレベルは、エリアにおいて参照される法規制等が規定する要求レベルに応じたものとなる。

［共通］
 川上側からの伝達情報等で知り得た情報を、⾃社で情報量を削ることなく、確実に川下側に伝達す

る。
 全ての調達品の情報を、全ての供給者から⼊⼿できるとは限らないため、⾃社の有する知⾒や科学

的な知⾒などの情報を加えるなどの合理的な努⼒により作成して情報を伝達する。
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化学品データ作成⽀援ツール 成形品データ作成⽀援ツール

画⾯
イメージ

使⽤想定
ユーザ

化学物質や混合物を供給する組織 成形品を供給する組織

伝達情報
（出⼒）

chemSHERPA-CI: Chemical Information
・ビジネス情報
・成分情報

chemSHERPA-AI: Article Information
・ビジネス情報
・成分情報
・遵法判断情報（エリア選択時）

chemSHERPA
CI

川上
（原材料メーカ）

川中 川下
（最終セットメーカ）

化学物質 混合物 原部品 サブアセンブリ 完成品
chemSHERPA

CI
chemSHERPA

CI
chemSHERPA

CI
chemSHERPA

AI

chemSHERPA
AI

chemSHERPA
AI

chemSHERPA
AI

chemSHERPA
AI

chemSHERPA
AI

chemSHERA
AI

複合化

2つのデータ作成⽀援ツール

全体的に
⽔⾊系の配⾊

全体的に
⻩⾊系の配⾊



chemSHERPA-CI 成分表
基本情報

１．製品情報

２．発⾏者・承認者会社情報

３．製品中の管理対象物質含有状況

 
４．成分情報

LR LR LR LR LR LR LR IC IC

01 02 03 04 05 06 07 01 02
108-88-3 0.2% 1 D

14808-60-7 15.0% D

５．管理対象基準の詳細

LR01
LR02
LR03
LR04
LR05
LR06
LR07
IC01
IC02

統合バージョン 1.00.00

整理番号 A0001234-1
初版 作成⽇付 2013-09-26

都道府県（ローカル） 東京都

物質リストバージョン D8.00
ツールバージョン chemSHERPA-C1.00.01

承認 承認⽇付 2015-01-01

会社ID 登録機関ID

製品名 接着剤01A
製品品番 000-000-000
メーカ名 JAMP株式会社

シリーズ品名

会社名
英字 SupplyCompany

ローカル 供給会社

国

管理対象基準
任意
報告

DUNS
会社ID 987654321
部署名 CSR Div.

役職 Staff
担当者名 HanakoTANTO

番地（ローカル） テスト町 1-2-3

Tokyo
Japan/⽇本

都道府県（英字）

市町村（英字） Chiyodaku

番地（英字） 1-2-3 test

EU RoHS指令 Annex II 2011/65/EU

トルエン

コメント

製品中の管理対象物質情報に関する宣⾔ 1.本製品は管理対象基準に掲載される管理対象物質を含有します

物質名 CAS番号 最⼤含有率 コメント

発⾏部⾨

電話番号 123-456-789
内線番号

メールアドレス Hanako.Tanto@supco.com

市町村（ローカル） 千代⽥区

承認者名 Taro SHONIN

郵便番号 100-0011

⽯英(結晶)

IEC62474 IEC62474 D8.00

部署名 CSR Div.
役職 Senior Manager承認部⾨

EU REACH規則 SVHC 2012-06-15

GADSL 2015 GADSL Reference List Version 1.1
EU REACH規則 Annex XVII EUNo 628/2015

EU POPs規則I 2012-06-20

⽶国 有害物質規制法（TSCA） 40 CFR 763
EU ELV指令 2011/37/EU

管理対象基準名 制定・改訂

⽇本 化学物質審査規制法 2014-03-19

chemSHERPA

CI
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chemSHERPA

CI

【実⾏環境】
・OS：Microsoft Windows Vista,7,8,8.1
・画⾯解像度：XGA(1024×768)以上
・.NET Framework 4以上
・Microsoft Excel 2007以上

外部リストJAMP
MSDSplus

(ver4.x)

(コンバート取込*1）

帳票
（Excel）

【⼊⼒⽀援機能】
○外部リストでマスタ化された情報の選択⼊⼒

物質
○物質検索機能

CAS番号、物質名(⽇英中)の部分⼀致
検索、該当法令での絞り込み 等

○作成済CIの引⽤
製品への作成済みデータ引⽤／追加取込

(*1:時限的機能）

画⾯ 内容 ⼊⼒情報項⽬
基本情報
画⾯

発⾏者・承認者情報 会社名、住所、担当者名、担当者連絡先、
承認者名、承認⽇、作成⽇ 等

製品・部品情報 製品名、製品品番、メーカ名、発⾏⽇
等

依頼者情報 会社名、住所、担当者名、担当者連絡先、
依頼⽇、回答期限 等

成分情報
画⾯

製品含有化学物質情
報

物質名、含有率 管理対象物質の含有有
無 等

【主な画⾯と⼊⼒内容】

(表⽰⾔語：⽇本語・英語・中国語）【⼊⼒】 【出⼒】

正規ファイル
エラーがなく、承認済みの製品含有化学物質情報

依頼ファイル
依頼する製品の情報と依頼者の情報

⼀時ファイル
作成途中のファイル(サプライチェーンでの流通は不可）

【外部リスト】
○検索⽤物質リスト
○材質リスト
○⽤途リスト

等を管理

化学品データ作成⽀援ツール



15

【実⾏環境】
・OS：Microsoft Windows Vista,7,8,8.1
・画⾯解像度：XGA(1024×768)以上
・.NET Framework 4以上
・Microsoft Excel 2007以上

chemSHERPA

AI

外部リスト

JGPSSI

JAMP
AIS

(ver4.x)

(ver4.xx)

(コンバート取込*1）

chemSHERPA-AI（成分情報）
製品品番 製品名 確定⽇時 対象エリア 製品質量(g)

材料質量総計
(g)

製品質量に対
する材料総計
⽐(%)

統合バ
ン

KLM7890 タクトスイッチ IEC62474 0.286 0.286 100 1.00.

名称（階層） 員数（階層） 名称（部品） 員数（部品） ⽤途（材質）
分類記号（材
質）

名称（材質） 質量（材質） 単位（材質）
公的規
質）

ハウジング 1 1.⺟材 N499 フィラー(充填 102 mg ISO10
1.⺟材 R312 銅合⾦ 77.63 mg JISH3
6.（表⾯処理系S002 ニッケルめっき 0.08 mg JISH8
6.（表⾯処理系S012 銀めっき 0.29 mg JISH8
1.⺟材 R312 銅合⾦ 13.79 mg JISH3
6.（表⾯処理系S012 銀めっき 0.21 mg JISH8

フレーム 1 1.⺟材 R111 ⾼合⾦鋼 30 mg JISG4
ステム 1 1.⺟材 P529 その他の熱可塑 62 mg ISO10

材質情報集計結果
分類記号 材質名称 質量(g)
N499 フィラー(充填 0.102
R312 銅合⾦ 0.09142
S002 ニッケルめっき 0.00008
S012 銀めっき 0.0005
R111 ⾼合⾦鋼 0.03

ターミナル 1

メタルコンタクト 1帳票*2

（Excel）

*2:画⾯(基本/成分/
遵法判断）単位

【⼊⼒⽀援機能】
○外部リストでマスタ化された情報の選択⼊⼒

物質／材質／適⽤除外 等
○物質検索機能

CAS番号、物質名(⽇英中)の部分⼀致
検索、該当法令での絞り込み 等

○成分情報の複合化
調達部品のAIを統合

○作成済AIの引⽤
製品への作成済みデータ引⽤／追加取込

○成分情報→遵法判断情報変換
成分情報から指定されたエリアの遵法判断
情報に変換（⼀部対象外）

(*1:時限的機能）

画⾯ 内容 ⼊⼒情報項⽬
基本情報
画⾯

発⾏者・承認者情報 会社名、住所、担当者名、担当者連絡先、
承認者名、承認⽇、作成⽇ 等

製品・部品情報 製品名、製品品番、メーカ名、質量、報
告単位、発⾏⽇ 等

依頼者情報 会社名、住所、担当者名、担当者連絡先、
依頼⽇、回答期限 等

成分情報
画⾯

階層→部品→材質→
物質の構造を持つ製
品含有化学物質情報

階層、階層員数、部品、部品員数、材質、
材質質量、物質名、材質あたり含有率、
適⽤除外コード 等

遵法判断
情報画⾯

エリアにおける遵法
判断情報

報告ID毎の含有判定(Y/N)、含有率、含有
量、⽤途コード、使⽤⽤途、使⽤部位 等

【主な画⾯と⼊⼒内容】

(表⽰⾔語：⽇本語・英語・中国語）【⼊⼒】 【出⼒】
chemSHERPA

AI

正規ファイル
エラーがなく、承認済みの製品含有化学物質情報

依頼ファイル
依頼する製品の情報と依頼者の情報

⼀時ファイル
作成途中のファイル(サプライチェーンでの流通は不可）

【外部リスト】
○エリア情報
○検索⽤物質リスト
○材質リスト
○⽤途リスト
○換算係数

等を管理

成形品データ作成⽀援ツール



製品含有化学物質情報伝達スキームの共通化の推進
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JAMP MSDSplus
JAMP AIS

その他の書式 chemSHERPA
さまざまな製品分野

サプライチェーン全体

グローバル化
国際標準との整合
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 chemSHERPAのおける製品含有化学物質の情報伝達の原則が、「製品含有化学物質情報の利
⽤ルール」に⽰されています。chemSHERPAの情報伝達スキームを利⽤する組織は、サプラ
イチェーンにおける確実かつ効率的な情報伝達のために、利⽤ルールを理解し、遵守して下さ
い。

 データ作成⽀援ツールを使⽤される際には、操作マニュアル、⼊⼒マニュアル、FAQ等を必ず
ご覧ください。
•データ作成⽀援ツールは、chemSHERPAのウェブサイトより無料でダウンロードできます。
•利⽤ルール、操作マニュアル、⼊⼒マニュアル等のドキュメントも、ウェブサイトより、ダ
ウンロードできます。

 データ作成⽀援ツールは、法規制や業界基準の更新への対応や、機能の追加・改善のために仕
様が変更される可能性があります。そのため、本動画とは部分的に異なる可能性もあります。

 ドキュメントも、必要に応じて改定が⾏われます。
 chemSHERPAの最新情報、最新のデータ作成⽀援ツールやドキュメントは、ウェブサイトで

確認してください。

 免責事項：データ作成⽀援ツールが提供する情報および作成されるデータ等については、
chemSHERPAは⼀切責任を持ちません。提供する情報の内容の⼀切の責任は利⽤者にありま
す。

chemSHERPAウェブサイト https://chemsherpa.net/

chemSHERPA情報伝達スキームを使⽤される際のお願い
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