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一部の混合物の含
有物質情報が企業
機密となっており、
公開できない

現状認識現状認識

 製品含有化学物質規制は、欧州、米国、アジア諸国など世界各地域で導入・強化されつつある。

 サプライチェーンの分業で製造される製品の規制遵守は、企業間で伝達される情報に大きく依存。

 各企業は、自社製品が直接的に関わる規制に対応するだけでなく、自社製品を供給するサプライ

チェーンを通じて関係する規制にも、ビジネス上、間接的に対応する必要。

 サプライチェーンを通じた情報伝達の取組は進展しているが、以下のような原因により、未だ円滑

に伝達されているとは言い難い状況。

情報入手が遅い/
精度が高くない

海外のサプライヤから情報
が提供されない

商社が介在する場合、情報伝達
が滞る/途切れるケースがある

川上の企業規模が
大きく、情報提供
を依頼しにくい

データフォーマットが複数
あり、データ入力が非効
率。特に、個社フォーマッ
トの負荷が過大

マンパワー不足、反
応工程を経た化学物
質の認識に差がある

川上（化学品） 川中（化学品→成形品加工） 川下（成形品・最終製品）

サプライヤへの説明・
研修の負荷が大きい
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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。
サプライチェーンの中途で情報伝達が途切れる場合には、その川下側の企業は、調達品の情報に基づいて

自社製品の情報を作ることができない。分析によって確認するには高額な費用がかかることも多く、情報伝達
が円滑であれば不要となる分析コストは、日本企業全体では莫大な金額になると推定される。
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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
（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）

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】

企業が負担している管理コスト
（大企業６５社、中小企業７４社の平均値）

（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）

（参考） 情報伝達スキームの標準化に関する現状



新たな情報伝達スキームの基本要件新たな情報伝達スキームの基本要件

1. 現在直面する製品含有化学物質規制への対応が可能であること。

かつ、「持続可能な開発に関する世界首脳会議（WSSD）」2020年目標の達成にも貢献する、

リスク評価・管理の基本となる化学物質情報を伝達可能なスキームとすること。

2. 業種・製品分野を限定せず、サプライチェーン全体で活用できること。

かつ、既にサプライチェーンを通じた含有化学物質の情報伝達の取組が進められている分野に

おいては、これまでと同等以上の情報伝達・管理が可能となること。

3. 単なる日本標準ではなく、国際標準（デジュール・スタンダード）を目指し得るものとすること。

すなわち、電気電子分野において既に制定されている国際規格IEC62474と齟齬のない仕組

みとした上で、対象範囲を拡げる形でISO/IEC化などを目指し得るスキームとすること。

4. デジュール・スタンダードとともに、デファクト・スタンダード化の取組が重要。

そのためにも、B2Bで、アジアを中心に拡がる日本企業のサプライチェーンでも有効に普及で

きる仕組みとすること。また、日本政府からG2Gレベルの普及を行うための必要条件としても、

新たなスキームを日本全体の業種横断的な仕組みとすること。
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「情報伝達スキーム」の構成要素「情報伝達スキーム」の構成要素

本研究会で検討する「情報伝達スキーム」とは、以下の３つを主要な要素として構成され
る仕組みを指す（他に、運用ルール・ガイドライン等の文書、普及・教育活動等も新スキームの重要な要素）。
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Ａ社

XML XMLXML

データの書き込み・読み出し

情報伝達

の流れ

情報伝達

の流れ

情報流通・蓄積
インフラ

Ｂ社 Ｃ社

【データフォーマット】

製品含有化学物質のデータを記述し、
事業者間で受け渡しするためのフォー
マット。「ＸＭＬスキーマ」というデータ形
式で定められる。
これを統一するのが最重要ポイント。

【データ作成支援ツール】

データフォーマットへの情報の書き込み・
閲覧などを行うためのソフトウェア。
安価な簡易ツールのほか、各ベンダー
が提供する多機能ツールもある。

【ＩＴシステム】

データをサプライチェーンの多数事業
者間において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。

情報伝達の対象範囲は「物質リスト」として定義される。そのルール化が不可欠｡



【Ⅰ全体】 １．情報伝達の対象物質の範囲（物質リスト）

 様々な製品分野や 終製品売先国の規制に対応する
ため、関連する法規制（REACH・RoHSなど）や業界基準
（IEC62474・GADSLなど）の対象物質リストの和集合として

物質リストを整備する（赤破線）。これが（フルデクラレー

ションを行う例外的な場合を除き）サプライチェーンにおいて
含有情報を共有する 大範囲となる。

 特定の製品分野において本スキームを利用する場合に
は、川下事業者の製品に課せられる規制等に応じて、こ
の物質リストに含まれる法規制・業界基準を選択し（後
述の「エリア」で設定）、対象物質の範囲を設定する（青
太線：図はIEC62474の物質リストを選択する場合の例）。

（注１）関連する法規制や業界基準の対象物質リストの和集合と
しての物質リスト（赤破線）の先例として、JAMPの管理対象物質

リストがある。物質リストの在り方や改訂に関する会員からの意
見を検討・反映する仕組みを有しているが、更なる国際的な展
開のためには、改めて検討する余地がある。

（注２）フルデクラレーション（範囲を限定しない全ての含有物質

の情報提供）については、データフォーマット・データ作成支援
ツールの機能としては対応できるようにするが、取引企業間の
合意がなければ要求できない等、限定的に運用されるように
ルールを設定する。

新スキームの物質リストのイメージ
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GADSL

IEC62474

REACH

化審法

・・・・・・

新たな情報伝達スキームの具体的考え方新たな情報伝達スキームの具体的考え方



【Ⅰ全体】 ２．「責任ある情報提供」の考え方

＜成形品・化学品共通＞

 「責任ある情報提供」とは、一定の範囲の化学物質について、情報提供者がオーソライズした含
有情報を伝達することをいう。すなわち、 終製品のサプライチェーンに関わる各企業が、情報
提供の内容について応分の責任を負うことを意味する。

（注）オーソライズの実現方法として、IEC62474では、責任者の名前を情報項目に加えている。

＜成形品＞

 成形品を扱う川中・川下企業においては、以下の情報を情報提供者がオーソライズして提供する
ことを「責任ある情報提供」とする。

 「エリア」によって対象を定めた範囲（青太線）については、その中に含まれる全物質について
含有情報を提供する。

 物質リストの和集合（赤破線）のうち､「エリア」 （青太線）の範囲外の物質については、川上側
からの伝達情報等で知り得た情報を確実に川下側に伝達する（自社で情報量を削らない）。

＜化学品＞

 化学品は情報の出発点であり、また、川中・川下で複数の製品分野に展開されることから、化学
品の情報伝達については、物質リストの和集合としてのリスト（赤破線）をカバーする必要がある。

 化学品を扱う川上企業においては、上記範囲（赤破線）内の全ての物質について、関連する法規
制等を踏まえて定められる閾値以上に含有している限り、情報提供者が含有情報をオーソライズ
して提供することを「責任ある情報提供」とする。

（注）関連する法規制等の対象となる化学物質（赤破線に含まれる物質）の含有情報は営業秘密情報（CBI）に
該当しないこと等、CBIの取扱いを含め、製品中の含有化学物質情報の提供に関してルール化する。

それを含め、各企業で定めるCBI保護方針のガイドラインを、化学業界が主体となって策定する。
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【Ⅰ全体】 ３．情報伝達の流れ、完成品における「遵法判断」への対応

 新スキームは、「提供型」、「依頼/回答型」の両方の流れに対応できるようにする。

 川上から川下までのサプライチェーン全体を通じて共有する基礎的な情報は成分情報であるこ
とを旨としつつ、新スキームは、以下の両方の伝達方法に対応できるようにする。

① 規制対象の物質単位（物質・物質群）での「閾値レベルによる含有判定（Y/N）」の情報提供

② 製品に含有される化学物質の｢成分情報｣の提供
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【Ⅰ全体】 ４．製品の全重量に対するカバレッジ

 製品の全重量に対し、含有化学物質情報が伝達される重量の割合（カバレッジ）について、新ス
キームの情報項目として設定できるようにする（注１、２）。

 この「カバレッジ」について、「エリア」を設定する業種・製品分野が一定の値を設定する場合、当
該「エリア」で範囲を定めた物質（青太線）には適用されず（青太線の範囲内は全物質（100％）
の報告が必須）、その外側の物質について適用されることとなる（注３）。

（注１）今後新たに「エリア」を設定する業種・製品分野が、エリアの情報項目にカバレッジを設定できるように
するとの趣旨であり、今回、電気電子分野がカバレッジを「エリア」の必須項目とするという趣旨ではない。

（注２）カバレッジを「エリア」の必須項目として設定しない業種においては、川下企業から川上企業に対し、リ
スク管理水準の目安としてカバレッジ情報の提供を要請することができる、といった運用も考えられる。

（注３）自動車分野の情報伝達スキーム（IMDS）では、原則全成分の開示を求めているが、総量10％未満で、
かつ対象物質リスト（GADSL）の範囲外の物質については、機密性がある場合、非開示を認めている（すな
わち90％のカバレッジが設定されている）。



 電気電子製品のデータフォーマットの国際規格であるIEC62474に準拠し、そのXMLスキーマを
採用する。

 IEC62474が「必須」とする情報項目を満たした上で、電気電子以外の業種・製品分野の含有化
学物質情報も記述できるように「オプション」の利用範囲・方法を検討する。

 オプションの利用による「情報項目」と、前述の「対象物質の範囲」を組み合わせた、幾つかの
推奨使用パターン（「エリア」と呼ぶ）を設定し、記入する仕組みとする。

 玩具、繊維、建材など電気電子以外の業種・製品分野がこの情報伝達スキームを使用する場
合には、業種・製品分野ごとにまとまって情報項目と対象物質の範囲を提案し、新スキームの
運営組織が所定の手続により決定することで、新たな「エリア」を設定することとする（既存の
「エリア」を活用することも可能）。

情報項目と対象物質の範囲の組合せによる「エリア」（推奨使用パターン）のイメージ
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エリアB
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【Ⅱデータフォーマット】 １．成形品（川中～川下）のデータフォーマット



 化学品における含有物質の情報伝達は、SDSと連携した体系（SDSの作成に必要となる化学物質
情報（物質名・含有量等）とリンクさせる仕組み等）が望ましい。

（注）SDSに関わる論点については、本検討の結果を取り入れる形で、経済産業省及び関係省庁において更に
進める方向で検討していく。

 IEC 62474のXMLスキーマと整合を図り、化学品から成形品への情報転換を円滑に行えるように
する等、成形品の情報伝達とも整合する仕様を検討する。
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【Ⅱデータフォーマット】 ２．化学品（川上）のデータフォーマット

【Ⅲデータ作成支援ツール】

 新スキームのデータフォーマットに対応したデータの新規作成、加工、複合化等のために、PC上
で動作するツール（ソフトウェア）が必要である。サプライチェーンで広く情報伝達が行われるため
には、新スキームのデータをやり取りしようとする事業者が、使いやすいデータ作成支援ツール
を安価に使用できる環境を整備する必要がある。

 特に、中小企業の情報伝達コストを下げるためには、ツールによる入力支援機能が重要となる。

（注）ツールは、一般的なスペックのPC、OSと基本的なビジネスソフトなどの 低限の環境で動作することが必

要である。ただし、「軽い」ソフトと「支援機能の充実した」ソフトは相反する要請となるため、スタンドアローン／
ウェブツールの選択など検討が必要。

 データ作成支援ツールの機能として、成分情報に基づいた「閾値レベルによる含有判定（Y/N）情
報」の作成支援（成分情報からのコンバート）機能などを備える必要がある。

 データ作成支援ツールでは機能的に不足する事業者については、サードベンダーの有料ツール
等も活用可能となるよう配慮する必要がある。

 現行スキームのデータを有効に活用するためのコンバータも、移行期間において必要である。



【Ⅳ ＩＴシステム】 １．構築の必要性・ねらい

 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に関して、データフォーマットの統一
だけでは解決できない課題もあり、その中には、ＩＴシステムで解決できるものがある。

11

【データ提供者】

 多くのユーザを抱える事業者は、データの作成時や更新
時に何度もデータ送信を行う等の作業負担が大きい。

 同じ情報を個社別に異なる媒体で依頼される。

【データ受領者】

 多くのサプライヤを抱える事業者は、情報の収集状況や
バージョン管理に係る作業負担が大きい。

【中小企業】

 中小企業は、マンパワー不足、過去のデータの蓄積がで
きていない、大企業に回答を依頼しにくい等の理由により
情報が途切れる可能性がある。

Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
で
解
決
で
き
る
課
題

データフォーマットの統一や
ルール作りで解決する課題

教育・啓発など、その他の
方法で解決する課題

 川下からサプライヤへの情報要求
内容・対象物質・様式の分散

 専門知識不足
 情報伝達の重要性の理解不足 など

何度も同じこと
を聞かれるな・・

データを更新し
たから、全ユーザ
に連絡しなきゃ

添付のPDFファイルを
印刷、情報を手書きし
て、再度PDFにして送
り返してください

製品に添付
してください

BOMcheckに入力
してください

IDを渡すので、A社
システムに直接入
力してください 添付のエクセ

ル表に入力し
てください

どのサプライヤ
からの回答が来

ていない？

いつの物質リ
ストバージョン
の回答？

過去のデータな
んてない・・・・

科学的知見を
持った人の手が

足りない

社内ITシステム
がないが、構築
するコストもか
けられない。

情報伝達に割
ける時間がない

３ 中小企業における
データ管理支援

１ 各社における
情報伝達作業の効率化

２ 伝達方法の
標準化の徹底

４ 新スキームのデファクト
スタンダード化の加速

－ 「高速道路を作れば、車も増える」

－ Excel, 個社システムへの入力、PDF等での
交換を許さないことで、XMLを用いた交換方法
を標準化

－自社のITシステムの代替として使える環境を

提供する等、中小企業特有の課題を解決し、
サプライチェーン全体の情報伝達をスムーズ化

－データ提供者・受領者の情報伝達に係る
作業を効率化

→ ＩＴシステムのねらい



 ITシステムには、中央集中データベース型（例：IMDS、BOMcheck等）と分散データベース型
（JAMP‐IT等）があるところ、新システムでは分散データベース型を基本に設計を進める。

 以下のイメージを基本として、今後、システムの基本要件定義、設計・開発等を行う。詳細につ
いては、来年度以降のプロセスにおいて検討する。
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【Ⅳ ＩＴシステム】 ２．基本イメージ

商用AS
(Application

Service)
個社AS

グループ企業AS

GP接続専用AS
中小企業用AS・自社のITシステムとしても使

えるデータベースを提供

・データ活用、作成支援機能

・IT投資や多額の費用負担が
難しい点に配慮する

個社システム

個社システム

新たな企業が参加しや
すいよう、情報の出入り
の取り決め（プロトコル）
をシンプルにする

GPとASの役割分担を明確にし、
部分的な拡張や改修が比較的
容易に行える仕組みとする。

GP
（Global Portal ）

GPは簡素な仕組みとし、
様々な付加サービスは各
ASで実現。商用AS同士
の市場競争を活性化する

商用AS

海外企業も参加可能

・個社で

・企業グループ単位で

・海外ＤＢ（BOMcheck
など）との連携で

他のDB（ASの１つ
として接続）

・システム全体のXMLのチェック
・情報授受の履歴管理
・含有物質情報の所在情報管理 等



【Ⅴ運用支援】 ２．中小企業への普及・支援策

 まず重要な点として、情報伝達スキームが業種横断的に統一され、川中に多い中小企業が複
数の川下製品メーカーから個社フォーマットの報告を求められない状況をつくり出すこと自体が、
大の中小企業支援策となる。

 現場への指導員の派遣、研修や能力認定、経営者への普及啓発等を検討する。

 小規模・零細事業者や指定部材を加工する下請事業者等に係る情報伝達の在り方、また、一
定の能力を有する者による入力代行等の仕組みの是非についても検討する。

 支援対象となる中小企業は多数に上ることから、新スキームの運営組織が直接実施する研修・
教材作成などのほか、業界団体・中小企業団体等を通じた支援の仕組みも検討課題となる。
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【Ⅴ運用支援】 １．変換工程（化学品→成形品）の情報作成支援

 川中における化学品から成形品への変換工程においては、情報伝達の対象物質が化学変化
等を経るため、含有化学物質のデータも新たに作成する必要がある。

 しかし、川中は中小企業が多いこともあり、化学変化に関する知見の不足等から、成形品の含
有化学物質情報を適切に作成できない事業者が少なくない。

 そこで、化学品から変換する成形品に含有される化学物質を見積もるためのガイドライン等を、
変換工程ごとに関係する業界団体等の協力も得ながら整備する。

 併せて、上記ガイドライン等の骨格を、法令に基づく告示等の形で法制度の一部分に組み込ん
でいく（ガイドライン等の遵守＝法令遵守となる）ような仕組みを検討する等も考えられる。



＜新スキーム運営組織の想定＞

 新スキーム運営組織は、現行のアーティクル・マネジメント推進協議会（ＪＡＭＰ）を承継・改組する形
で立ち上げることを想定する。

 以下に述べるイメージを基本として、来年度、新スキームのフォーマット・ツールの開発と並行して
新組織の詳細な姿を詰めていくとともに、現行組織からの移行プロセスを検討する。

＜新スキーム運営組織の業務執行イメージ＞

 現行ＪＡＭＰは、合議制の「運営委員会」が業務運営の中核機関となり、主要企業から参加してい
る委員が主に運営方針等の立案を行っているが、新スキームにおいては、「事務局長」を中心に、事
務局スタッフが運営方針等の立案をリードする体制を基本イメージとする。

 ①物質リスト、②フォーマット・ツール、③管理ガイドラインの３つの技術委員会を設け、ユーザー企業
等から委員の参加を求める。これらの委員会は、事務局原案の調整/修正/対案立案等を行う。

＜新スキーム運営組織のトップマネジメント＞

 現行ＪＡＭＰは会員制組織として位置づけられているが、新スキーム運営組織は、下記を基本とした
トップマネジメント体制を検討する。

 最高意思決定機関として、総会を置く。総会のメンバーシップは、主要企業の資金拠出割合に応
じた多数決を基本に検討する。

 総会は、組織運営の基本方針を定めるとともに、会長（総会議長）及び事務局長の選任を行う。
事務局スタッフ及び委員会委員等の選任は、業務執行の一環として事務局長が行う。

新たな情報伝達スキームの運営のための組織体制の考え方新たな情報伝達スキームの運営のための組織体制の考え方

１．基本的考え方
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新スキーム運営組織

事務アシスタント

データフォーマット・データ
作成支援ツール技術委員会

日本化学工業協会

JEITA（国内VT62474）

その他関係団体

［普及］海外カウンターパート

他の新スキーム利用製品業界

総会・会長

物質リスト技術委員会

管理ガイドライン技術委員会 ［普及］ 国内業界団体等

連携

連携

外国政府当局等
海外伝達スキーム運用者等

普及企画部会

事務局長

事務局次長・専門スタッフ（専任、数名）

新ＩＴシステム運営組織 GPGP 商用ＡＳベンダ

個社ＡＳユーザ

海外主要データベース

関係者連絡会

連携
委託

事務局

２．組織体制のイメージ図

 新スキーム運営組織は、データフォーマット及びデータ作成支援ツールの企画・運用を中心とした、
新たな情報伝達スキームの中核的な運用組織とすることを想定。

 新ＩＴシステム運営組織の在り方については、新ＩＴシステムの中身と合わせて来年度以降検討。
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基本的な方向性： 「データ作成支援ツール」に少額の課金を行い、組織の主たる収入源とする。

 会員制組織としての会費収入を主たる収入源とした場合、スキームの利用に見合った安定的な収
入基盤が得られない。経営基盤の弱さは、国際的に広がるサプライチェーンに普及させるスキームと
しては、大きな課題。

 化学品向け及び成形品向けのデータ作成支援ツールに、少額の課金（「一～数千円/１ＩＤ・年」を
想定）を行うことにより、安定的な収入を確保する。

 ツールをインストールするＰＣごとにＩＤを付与し、有効期限ごとに課金するイメージ。

 費用徴収方法は、一般的なシェアウェアの利用費支払い方法等を想定。

 物質リスト・ツールのバージョンアップに合わせて有効期限を設定することを想定。ユーザーは、ツールを継続利
用するために常に最新データをインストールすることとなり、バージョン管理が統一できる。

３．新スキーム運営組織の経営基盤のイメージ

※データ作成支援ツール有料化のメリット

 企業規模に応じて、情報伝達スキームの利用コスト負担を傾斜配分することができる。小規模企業であれば1ＩＤ
～数ＩＤ程度で済む（数千円/年の利用料は、中小・小規模企業にとっても過度な負担ではないと思われる）。

 川下企業からサプライヤにツールを紹介してサプライヤ自身にツールを準備してもらうような利用形態も、中小・
海外サプライヤ分の複数ＩＤを川下企業でまとめて取得して配付利用するような利用形態も可能（メーカー・企業
ごとのポリシーに柔軟に対応できる）。

 ツールが普及すればするほど運営組織の収入がアップし、また、1ＩＤ当たりの利用料を低減させることができる
（既存ユーザーが新規ユーザーを広げていくインセンティブが生じる）。

 新スキーム運営組織が用意するデータ作成支援ツールを利用しない企業（自社システムを有する大
企業や、独自のデータ作成支援ツールを商用に提供するサードベンダー）に対しては、ツールの基本
仕様や物質リストの提供等に課金することを検討。

 他に、システムの利用方法に関するマニュアル・教材の提供、ｅラーニングツールの提供、研修・指導
員派遣等による収入も重要（収入源としてだけでなく、そもそも運営組織の事業として重要）。
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新スキームへの移行ステップ・スケジュールの考え方新スキームへの移行ステップ・スケジュールの考え方

１．データフォーマット・データ作成支援ツール開発期間（2014年度）

 新たな情報伝達スキームのデータフォーマット・データ作成支援ツールの開発（新スキームのイニシャル
コスト）については、国の予算を支出する（経済産業省委託事業）。

 経済産業省委託先事業者において、新スキームのデータフォーマット・データ作成支援ツール開発の
ためのＷＧを設け、関係者の参加を求める。ＷＧ参加メンバーは、なるべくそのまま新スキーム運用機
関の事務局メンバー・各委員会メンバーとして円滑な滑り出しができるよう、人的な連携を確保する。

 上記の人的連携を含め、新スキーム運用想定機関（ＪＡＭＰ）においては、新スキームの運用に向けた
準備体制を検討するとともに、現行スキームのツール等成果物の提供、知見の提供、データ作成支
援ツールβ版の試行実施、正式版開発への参加など、経済産業省委託先事業者との連携を図る。

２．新スキーム正式版への移行期間（2015年度～）

 正式版（少額課金ツール）をリリースする前の新スキームの試行期間（β版の運用期間）を十分に確保
し（特に成形品）、サプライチェーンにおける混乱回避に配慮した移行を行う。

 設計～開発～β版試行～正式版開発の段階で、成果物を新スキーム運用機関に移管していく。
（具体的な移行手順については、来年度の準備体制において検討する。）

 新ツールへの移行期間の具体的な終了時期（現行フォーマット・ツールとのコンバータの運用終了時
期等）については、社内システムの対応など各主要ユーザーの状況に配慮しつつ、新スキーム運用機
関において検討する。

３．新スキームのＩＴシステムの検討・開発について

 この取りまとめの方向性を踏まえ、来年度以降、経済産業省委託先事業者において検討を進める。

 新ＩＴシステム運用組織の在り方、費用負担の在り方等についても、上記と合わせて検討を進める。



2018.4～FY2017FY2016FY2015FY2014

MSDSplus

AIS

JGPファイル

新化学品データ

新成形品データ

設計（データフォー
マット・ツールを考慮）

構築 GP運用（試行・改良）

仕様検討
・開発

正式版ツール運用

正式版
リリース コンバータ運用

仕様検討
・開発 試行β版 正式版ツール運用

コンバータ運用
（JGPファイル用は2016.3まで）

基本的考え方に沿った
コンセプト具体化・基本要件定義

（技術検討Mtg.形式）

正式版
移管

新スキーム
フル運用
（ツール・
ITシステム）

流通データ

運営組織
新スキーム運営組織

新ＩＴシステム運営組織/事業体

正式版
リリース・移管

正式版
開発

化学品のため
のフォーマット/
データ作成支
援ツール

成形品のため
のフォーマット/
データ作成支
援ツール

ＩＴシステム

ツールの
移行完了
（旧スキームの
ツール廃止）

（参考） 新スキームへの移行ステップ・スケジュールのイメージ

準備組織

試行
正式版
開発

β版

▼EU REACH PAH含有規制追加

▼EU RoHS（附属書Ⅲ）適用除外見直し

▼EU RoHS禁止物質追加

▼デンマーク フタレート禁止
（RoHS対象）
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▼デンマーク フタレート禁止
（RoHSⅡ対象を除く）
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新スキームの具体化に向けた今後の主な検討課題新スキームの具体化に向けた今後の主な検討課題

 データフォーマット・データ作成支援ツールの詳細な仕様・運用ルール等の決定

 管理対象とする物質リストの選択及び物質名称付与のルール、「責任ある情報伝達」の詳細な運用ルール、含有
化学物質情報の報告閾値や成分情報から規制情報ベースの含有率等への自動算出方法、複数の素材を組み
合わせて製造する製品のデータ加成ルール、複数製品を一葉のデータフォーマットで報告するルール、複数言語
への対応、ツールのバージョンアップ等を容易にする外部リスト化など、この取りまとめを更にブレークダウンする
細目の検討が必要。 （現時点で提示されている論点は「詳細資料」に記載。）

 今年度に本研究会と平行して実施した経済産業省委託調査（中小企業実態調査）から見えてきた課題につい
ても、来年度の検討体制の中で検討する必要。（情報提供依頼の発注納期に係るルールの検討、複雑な入力を
要求しないデータ作成支援ツールの開発、「標準伝達スキーム」の外側で行われている様々な情報提供依頼に
一定の制約を行うルール作りなど。）

 含有化学物質情報の提供は、各企業における適切な化学物質管理が前提となるものであり、各企業が取り組む
化学物質管理に関するガイドラインの検討も必要。（注：製品含有化学物質管理に関する原則と指針については、
ＪＩＳ規格（ＪＩＳ Z 7201）が定められている。）

 電気電子機器以外の製品業界との連携、海外との連携

 電気電子機器以外の製品業界の利用に対応したエリアを設定すべく、来年度のフォーマット・ツールの開発段階
において、他の製品業界に対し検討への参画を呼びかける。

 来年度のフォーマット・ツールの開発段階において、BOMcheck（欧州）やIPC1752（米国）など、IEC62474準拠
を標榜する他の仕組み・規格との調整・連携を図る。

以下の事項については、この取りまとめを踏まえつつ、来年度以降の検討・準備体制にお
いて、具体化に向けて更なる検討を進める。
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 新スキームの運営のための組織体制・経営基盤の具体化

 組織体制について、事務局長・スタッフ・技術委員会等それぞれの詳細な権限・役割分担、トップマネジメント体
制（総会等）の具体的な在り方、事務局長等の業務執行の適正性の担保（業務監査等）の仕組み、運営組織と
外部関係団体（日化協・ＪＥＩＴＡ等）との連携方法など、具体的な在り方を検討する必要。

 経営基盤について、安定的な収入基盤の構築に向け、データ作成支援ツールへの課金等に関する具体案（具体
的な料金設定、料金徴収方法、サードベンダーが提供するツールとの市場競争を含めたビジネスモデルの構築、
海外ユーザーへの課金の在り方、新スキームの立上げ期における収支見通し・計画など）を検討する必要。

 新スキームのＩＴシステムの検討

 ＩＴシステムについて、「ＧＰと種々のＡＳで構成される分散データベース型システム」との方向性を具体化する検
討は、来年度からのプロセスで行うこととする。（基本設計、詳細設計、ビジネスモデル（データフォーマット・データ
作成支援ツールとのリンケージの有無を含む）、全体コスト、利用料金設定、運用組織の在り方など）

 来年度の新スキーム検討体制・準備体制に対する関与・更なる情報のインプット等

 来年度の経済産業省委託先事業者のＷＧにおける検討には、経済産業省も参加する。

 来年度の検討において更に必要となるデータやファクト（例えば、標準伝達フォーマットの外側で要求されている
「独自様式」の種類・内容や、それらが要求されている背景の更に詳細な分析、中小企業のニーズに関する更に
詳細な分析等）を収集し、検討体制へのインプットを進める。

 新たな情報伝達スキームに係る法的フレームワーク（ＳＤＳに係る論点を含む）の検討

 新たな情報伝達スキームを国際機関・政府間レベルでアジア諸国・先進各国等に普及する取組

（続き）

国（経済産業省及び関係省庁）においても、来年度以降、以下の検討・取組を進める。



参考資料
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製品含有化学物質の情報伝達スキームの在り方に関する
中間論点整理 用語集

情報伝達スキーム サプライチェーンで製品含有化学物質に関する情報を授受するためのデータフォーマット、データ作成支援ツール、情報授受のためのITシス

テム、それらを使用するための解説書・マニュアル等のドキュメントなどを含む情報伝達の仕組み。

データフォーマット 情報伝達スキームのうち、製品含有化学物質情報のデータを記述するためのフォーマット。IEC62474のデータフォーマットは、xmlスキーマで

定められている。

xmlスキーマ 階層構造をもった情報を、タグを使用したラベル付けによって記述するデータの仕様の一つ。

データ作成支援ツール データフォーマットに従った製品含有化学物質情報のデータの新規作成、変更、結合（成形品のデータの複合化など）等の作業を支援する
ためのPC上で動作するソフトウェア。

データフォーマットの運営主体が提供する簡易ツールの他に、サードベンダーが提供する多機能ツール（ファイル管理等）もある。

ITシステム 製品含有化学物質情報のデータを、サプライチェーンにおいて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。

IEC 62474 国際電気標準会議（IEC）が制定し、2012年3月に発効した国際規格であり、サプライチェーンの各社間で流通するマテリアルデク

ラレーション（構成材料／含有物質の情報伝達）に求められる各種の要件（基本要件とオプション）、対象とする化学物質の選定
基準やデータ交換の方法について規定している。対象とする化学物質リストは法規制などの動向により見直す必要があり、データ
交換の仕様（XMLスキーマ）も改善が必要とされる場合があるため、IEC62474本文には含めず、IECが運営管理する公開データベー
ス（IEC62474データベース）に掲載することにより、適宜改訂が可能な方法を採用している。

BOMcheck 英国ENVIRON社が運営する集中管理型の情報伝達システム。医療電子機器から、電気・電子機器、半導体等まで対象を拡大。主なユーザ
は欧州、中国、欧米のサプライヤーを中心に約3,400社。

IPC‐1752A 米国電子回路協会（IPC）が制定した規格であり、製品に含有される物質の情報をサプライチェーンの企業間で共有するためのマテ
リアルデクラレーションについて規定している。

GADSL Global Automotive Declarable Substance List
日米欧など各国自動車関連メーカの合意により作成された環境負荷物質の情報交換のための物質リスト。リストに掲載された物質には、使
用が禁止される物質や使用していることの申告が求められる物質が含まれる。

IMDS International Material Data System
自動車業界向けの情報伝達スキーム。自動車に使われる個々の部品の環境保全に関係する側面を管理するために、完成車メーカーが共
同で設立。日米欧の自動車メーカー36社及びその関連企業約110,000社が参加。

JAMP Joint Article Management Promotion‐consortium
アーティクルマネジメント推進協議会（2006年発足）。日本の川上から川下までの多様な企業が参加するサプライチェーン全体を通した情報
伝達の仕組み。会員企業数は424社。データ入力支援ツールのダウンロード数は、のべ27,000件/年（2012年実績）。

JGPSSI Japan Green Procurement Survey Standardization Initiative
グリーン調達調査共通化協議会（2001年発足）。電気電子業界が中心となって設立した情報伝達の仕組み。国際規格であるIEC62474の発
効を機に、情報伝達対象物質リストの維持管理といった主な活動をIEC（国際電気標準会議）/TC111国内委員会の分科会（国内VT62474）に
移行して2012年に発展的に解消。国内VT62474 メンバーは31社。
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○研究会の概要

国際的な化学物質規制の拡大に適切に対応し、サプライチェーンがグローバル化する中で、我が国
企業のアジア展開に係る諸課題について検討。２０１３年５月～２０１４年３月に開催。

○検討経緯

５月１３日 第１回研究会

国際的な化学物質規制拡大の動きと我が国企業のアジア展開

への影響について議論。

重要課題である情報伝達についてはＷＧで議論することを決定。

５月１６日 第１回情報共有ＷＧ

１０月 ３日 第２回情報共有ＷＧ

１２月 ５日 第３回情報共有ＷＧ

１２月１１日 第２回研究会

情報共有ＷＧの検討を受け、様々な業種の川上～川下企業が合意できる

情報伝達スキームの在り方について議論し、「中間論点整理」を取りまとめ。

３月１１日 第４回情報共有ＷＧ

３月１９日 第３回研究会

新たな情報伝達スキームの具体的考え方とともに、その運営組織、移行スケジュール、

来年度（２０１４年度）以降に向けた課題等について議論し、本「取りまとめ」を取りまとめ。

アジア展開に関する研究会
＜座長：安井 至(ＮＩＴＥ理事長)＞

情報共有ＷＧ
＜主査：深川 由起子(早稲田大学政治経済学術院教授)＞

【研究会・WGの体制】

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について
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