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１．調査概要 

１．１ 目的 

2002 年に開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議（WSSD）」において、「科

学的なリスク評価手法及びリスク管理手法を用いて、化学物質による人及び環境への悪影

響を 2020 年までに最小化する」という目標が国際的に合意された（WSSD2020 年目標）。 

この目標を達成するために、各国は様々な取組を進めており、アジア地域においても、近

年、登録審査規制、表示規制、製品含有化学物質に関する規制等の化学物質管理制度が導入

されつつある。 

これらの取組がアジア各国で個別に進められ、アジア各国で独自に異なる制度の化学物

質管理制度が導入されると、アジア域内でサプライチェーンを構築している日系企業にと

って円滑な貿易の支障となるおそれがある。そのため、アジア各国において導入されつつあ

る化学物質管理制度が、リスクベースかつ日本を含むアジア域内において親和性が高いも

のとなるような協力を進めることが急務となっている。 

そのため、本事業では、特に ASEAN 地域における我が国企業の円滑なサプライチェー

ン構築のため、化学物質管理制度の側面から、リスクベースによる化学物質管理制度構築の

支援を目的として、二国間及び多国間協力のための調査を行った。 

 

１．２ 調査内容 

１．２．１ 二国間協力関連調査 

（１）化学物質管理制度に関する調査 

ASEAN のうち 8 か国（カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、

フィリピン、タイ、ベトナム）の化学物質管理制度の最新情報を、政府関係機関のウェブペ

ージ及び各種報告書等から収集した。そのうえで、１．２．１（２）の会合及び１．２．２

の多国間協力関連調査において得られた情報も活用し、当該 8 か国の化学物質管理制度の

現状、課題及び今後の政策方針・計画について、各国別に整理して取りまとめた。 

 

（２）二国間協力文書に基づく政策対話等への対応 

 2018 年 12 月にハノイ（ベトナム）において開催されたベトナムとの化学物質管理制度

に関する各種会合の開催支援（事前調整、進行支援、議事録作成等）を行った。 

 

１．２．２ 多国間協力関連調査 

（１）AJCSD 改善・普及のための情報収集・整理及び対応方針検討 

日 ASEAN 経済産業協力委員会（AMEICC）の枠組みの下において構築され、現在運用

されている日 ASEAN 化学物質情報基盤（AJCSD）について、その更なる改善、普及を図

るための検討を行った。具体的には 2018 年 7 月にルアンパバーン（ラオス）において開催

されたAMEICC関連会合及びその準備のための国内関係者会合の開催支援（資料作成支援、



2 

 

進行支援、議事録作成等）を行った。 

 

（２）AJCSD の普及活動 

ASEAN における AJCSD の普及活動を行った。具体的には 2018 年 12 月にプノンペン

（カンボジア）、ビエンチャン（ラオス）において開催された各国との二国間会合の開催支

援（AJCSD 等に関する資料作成、プレゼンテーション、議事録作成等）を行った。 

 

１．２．３ 報告書の作成 

 上記調査結果を報告書としてとりまとめた。 
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２．化学物質管理制度に関する調査結果 

ASEAN のうち 8 か国（カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、

フィリピン、タイ、ベトナム）の化学物質管理制度について、政府関係機関のウェブページ、

各種報告書等及び本業務で開催の支援等を行った関連会合（本報告書「３．」「４．」「５．」

参照）で得られた情報等に基づいて調査した。 

我が国の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（以下「化審法」という。）で規

定されている内容が各国の主な化学物質管理制度においてどのように扱われているかの概

要を下表に示す観点で整理した。 

 

調査項目 調査の観点 参考（化審法） 

化学物質の定義 どのような化学物質が制度の

対象となっているかどうかを

確認 

元素又は化合物に化学反応を起こ

させることにより得られる化合物 

除外物質 特定用途の物質が含まれてい

ないことを確認 

放射性物質、特定毒物、覚せい剤及

び覚せい剤原料、麻薬など 

所管官庁 二国間協力の対象官庁の選定

のため 

経済産業省、厚生労働省、環境省 

対象有害性 物理化学的危険性や急性毒性

のみではなく、化審法におけ

るリスク評価が対象とする有

害性が対象となっているかど

うかを確認 

分解性、蓄積性、ヒトへの長期毒性、

生態毒性 

主な規制 既存化学物質の登録制度、新

規物質の審査／登録制度（評

価する有害性、評価の主体）

の有無、リスク評価に必要と

なる製造輸入量などの届出制

度の有無、GHS 分類の実施状

況を確認 

 新規物質の事前審査と規制 

 既存物質の継続的な管理 

 有害性に応じた規制 

規制物質リスト 規制物質の分類基準の有無

（明確であるかどうかを含

む）を確認 

第一種特定化学物質、第二種特定化

学物質、監視化学物質、優先評価化

学物質、一般化学物質 

 各国の法制度において化審法の規定と関連性があると考えられる箇所には下線を付した。 

なお、上記既存の法制度に加え、以下の点については今後の協力展開に係る基礎資料とな

るため個別に調査した。 

 新法制定や改正の動向 
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 リスク評価手法の導入（実施者：国／事業者） 

 国内向けデータベースの開発 

 既存化学物質インベントリの構築 

 国家化学物質インベントリ 

 国際化学物質インベントリ 

 

２．１ カンボジア1 

２．１．１ 化学物質管理制度の現状2 

 カンボジアにおける化学物質の取り扱いは、関連する 8 つの省（カンボジア工業手工芸

省、同鉱工・エネルギー省、同内務省、同農林水産省、同保健省、同経済財政省、同商業省、

同環境省（調整担当））がそれぞれ管轄する分野での法令を有している。工業化学物質の管

理については、「産業部門における化学物質の輸入と使用に関する許可書に関する手続と発

行に関する省令（2012 年省令（Prakas）148 号）」、「産業部門における化学物質の輸入及び

流通の管理に関する省令（2004 年省令（Prakas）110 号）」が、GHS については「化学物

質の分類及びラベルの管理に関する政令（2009 年政令（Sub-Decree）180 号）」が定められ

ている。 

 

（１）産業部門における化学物質の輸入と使用に関する許可書に関する手続と発行に関す

る省令（2012 年省令（Prakas）148 号） 

 

表２．１．１ 産業部門における化学物質の輸入と使用に関する許可書に関する手続と発

行に関する省令（2012 年省令（Prakas）148 号）の概要 

化学物質の定義 本省令では、化学物質の定義は規定されていない3。 

除外物質 医薬品製造に使用される化学物質は本省令の対象外である（省令第 3

条）。 

所管官庁 カンボジア工業手工芸省 

対象有害性 本省令では、対象となる有害性については規定されていない。 

主な規制内容 【既存化学物質の登録等】 

 本省令では、既存化学物質の登録等は規定されていない。 

【新規化学物質の審査等】 

カンボジアに輸入されたことがない、または、カンボジアで使用され

                                                   
1 本節の記載事項は、日本－カンボジアの二国間対話等で得られた情報に基づく 
2 独立行政法人製品評価技術基盤機構、「平成 28 年度アジア諸国等の化学物質管理制度等

に関する調査報告書」も参照した。 
3 産業分野で原材料として使用される、または、化学物質の供給、流通、使用に関連する

民間セクターの企業が対象となっている。（省令第 1 条） 
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たことがない化学物質の輸入を申請する場合は、通常求められる①化

学物質試験証明書、②当該化学物質のサンプル、等のほか、③当該化学

物質の使用が必要な理由を示したレターの提出が求められる。 

【登録、届出、量の報告等】 

事業者は使用する化学物質の品目証明書及び使用量の認定の申請を

行う必要がある。申請の際には、MSDS、分析証明書、使用に関する計

画の概要を提出する（省令第 5 条）。 

申請に使用する化学物質名は、次のいずれかに準拠している必要が

ある（省令第 6 条）。 

・IUPAC（国際純正・応用化学連合）名 

・商標名／商品名 

・一般名 

・CAS登録番号 

認定を受けた事業者は毎月、利用及び取引に関する詳細な情報をカン

ボジア工業手工芸省に提出する（省令第 9 条）。また、輸入、輸送、使

用に関する全ての書類、請求書等を 2 年間保管する事となっている（省

令第 14 条）。 

【分類・表示・SDS等】 

 本省令では、分類・表示・SDS 等は規定されていない。 

規制物質リスト 本省令では、規制リストは規定されていない。 

 

（２）産業部門における化学物質の輸出入及び流通の管理に関する省令（2004 年省令 110

号） 

 

表２．１．２ 産業部門における化学物質の輸出入及び流通の管理に関する省令（2004 年

省令 110 号）の概要 

化学物質の定義 本省令で対象となる物質は、産業用前駆物質である4（省令第 1 条）。 

除外物質 本省令では、除外物質は規定されていない。 

所管官庁 カンボジア工業手工芸省 

対象有害性 本省令では、対象とする有害性は規定されていない。 

主な規制内容 【既存化学物質の登録等】 

 本省令では、既存化学物質の登録等は規定されていない。 

【新規化学物質の審査等】 

 本省令では、新規化学物質の審査等は規定されていない。 

                                                   
4 前駆物質を取り扱う全ての企業、工場、手工業者、輸入業者、輸出業者が本省令の対象

となる。 
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【登録、届出、量の報告等】 

規制対象となる前駆物質の使用に当たっては、カンボジア工業手工芸

省からの許可（permission）が必要である。なお、申請書には、以下の

記載が求められている（省令第 5 条）。 

・原材料又は化学物質のリスト 

・年間製造計画 

・化学物質の製造･輸入･使用記録や報告 

・バイヤーや輸入業者、使用者の申告書 

・輸入化学物質のテスト結果（必要時） 

・管理費・ラボ分析費用 

【分類・表示・SDS等】 

輸入、輸出、使用される全ての化学物質は、適切な容器とラベルを有

し、技術的に適切な保管、輸送が求められている（省令第 3 条）。 

【その他】 

カンボジア標準協会（Institute of Standards of Cambodia, Ministry 

of Industry and Handicraft）5が、対象化学物質が違法薬物の製造に利

用された疑いがある場合に、査察に入ることが規定されている（省令第

4 条） 

規制物質リスト 規制物質として、前駆物質（35 物質）が規定されている（第 2 条） 

 

（３）化学物質の分類及びラベルの管理に関する政令（2009 年政令（Sub-Decree）180 号） 

 

表２．１．３ 化学物質の分類及びラベルの管理に関する政令（2009 年政令（Sub-

Decree）180 号）の概要 

化学物質の定義 化学物質および混合物、化学製品について、次のように定義されてい

る（附属書 1）。 

・化学物質：天然の元素及び化合物、又は製品の安定性を保つのに必要

な添加物を含むあらゆる生産工程で得られる化合物もしく

は不純物。ただし、物質の安定性への影響を与えない又はそ

の構成を変えたりすることのない分離可能な溶媒を除く。 

・混合物：お互いに化学反応を起こさない二つ以上の化学物質を組み

合わせて得られる組成を有するもの又は溶媒。 

・化学製品：日常生活に使用される化学物質及び混合物を指し、健康被

害を生じさせる可能性のある最終製品としての特徴を有す

                                                   
5 2004 年省令発行時点では、Department of Industrial Standards of Cambodia 



7 

 

るもの。 

除外物質 医薬品、化粧品、食品及び食品添加物等のほか、通常の条件下で製造

業者、輸送業者、供給者、消費者の健康にいかなる危険有害性もないす

べての製品は本政令の対象外である（第 3 条）。 

所管官庁 カンボジア工業手工芸省、同環境省、同農林水産省、同商業省、同保健

省等（政令第 25 条） 

対象有害性 本政令で対象とする有害性は、GHSの危険有害性クラス相当の有害

性（物理的危険性、人健康影響、水生毒性）である。 

主な規制内容 【既存化学物質の登録等】 

 本政令では、既存化学物質の登録等は規定されていない。 

【新規化学物質の審査等】 

 本政令では、新規化学物質の審査等は規定されていない。 

【登録、届出、量の報告等】 

 化学物質、混合物及び化学製品を在庫として保管する場所を有する

事業者は、自らの所有地にある化学物質、混合物及び化学製品のリスト

を登録することが求められている（政令第 18 条）。 

【分類・表示・SDS】 

 GHS の危険有害性クラスに相当する分類・表示が必要であるが、分

類区分は示されておらず、関係省庁により公布された省令等に従い、ラ

ベル表示、SDSの作成を行うこととされている。 

規制物質リスト 本政令では規制物質リストは規定されていないが、本政令はカンボ

ジア国内で流通しているすべての化学物質、混合物及び化学製品に適

用される（第 3 条）。 

 

（４）その他 

上記の法令のほか、工業化学物質に関連する法令として以下のものが定められている。 

①工場および手工芸における産業安全および技術に関する省令（2017 年省令 206 号） 

②薬物管理法（カンボジア内務省） 

③化学兵器、核兵器、生物兵器および放射線兵器の禁止に関する法律 

④強酸性物質管理法（カンボジア内務省） 

 

 また、PRTR 制度については、UNITAR の支援により制度設計、パイロット事業の検討

が進められている6。 

 

                                                   
6 http://www.prtrcambodiamoe.gov.kh/ 
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２．１．２ 課題及び今後の政策方針・計画 

（１）新法制定や改正の動向について 

危険物管理法案（Law on Management of Dangerous Goods）が危険物管理の円滑化に

関する国家委員会（National Committee on Facilitation of Management of Dangerous 

Goods、カンボジア工業手工芸省が議長を務める）によりドラフトされている。 

また、カンボジア工業手工芸省では、産業分野における有害化学物質リストに関する省令、

化学物質及び化学製品の GHS ラベリングおよび SDS の管理に関する省令（Management 

of Controlling of GHS Labelling and SDS for Chemical Substances and Chemicals 

Product）の規定を検討している。 

一方で、環境及び天然資源コード（Environment & Natural Resource Code of Cambodia）

がカンボジア環境省によりドラフトされている。本コードは、環境を保護し、自然資源や文

化的資源を保護、管理、復元することによって、カンボジア王国の持続可能な開発を目的と

するものであり、第 22 条に健康影響評価のリスク分析（化学物質を含む）、第 334 条に化

学物質の排水の禁止、第 717 条に有毒物質を含む物質による人の健康に関する規定されて

いるほか、第 3 章には、有害物質の登録と情報開示について規定されている。 

 

（２）リスク評価手法の導入について 

上記のとおり、ドラフト中のカンボジア環境及び天然資源コード（Environment & 

Natural Resource Code of Cambodia）で、リスク評価手法について言及されているが詳細

は分からない。 

 

（３）国内向けデータベースの開発について 

カンボジア工業手工芸省で検討が始まった段階である。 

 

（４）既存化学物質インベントリの構築について 

【既存化学物質インベントリ】 

カンボジア工業手工芸省内で検討が始まった段階である。 

 

【国際化学物質インベントリ】 

国際化学物質インベントリの扱いについては不明である。 

 

２．２ インドネシア 

２．２．１ 化学物質管理制度の現状 

インドネシアにおいて化審法のように包括的な化学物質管理の法令は存在しない。しか

し、インドネシア環境林業省が所管する環境管理法（法 2009 年第 32 号）には危険及び有

毒な物質に係る規定も定められており、詳細はこの下位法にあたる危険及び有毒な物質の
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管理に関する政令（政令 2001 年第 74 号）に規定されている。また、GHSに関しては、化

学物質の分類及び表示に関する世界調和システムに関する 2009 年工業大臣規則第 87 号及

びそれを改正する 2013 年工業大臣規則第 23 号が施行されている。 

一方、これら以外にも複数の省が大臣規則等において工業化学物質の管理（業の登録・許

可、ラベル対応等）を規定しているが法体系や関連性は不明瞭である。 

 

（１）危険及び有毒な物質の管理に関する政令（政令 2001 年第 74 号） 

 

表２．２．１ 危険及び有毒な物質の管理に関する政令（政令 2001 年第 74 号）の概要 

化学物質の定義 本政令では、化学物質の定義は規定されていないが、本政令で対象と

する危険及び有毒な物質（以下この表において「B3」という。）とは『性

質、濃度、数量により直接的・間接的に生活環境を汚染・破壊し、ヒト

の健康・生存やその他全ての生物を危険にさらす可能性のある物質』と

定義されている（政令第 1 条）。 

除外物質 放射性物質、爆発物、鉱物・石油・ガス生産とそれらの加工品、食品・

飲料・食品添加物、家庭用医療用品・化粧品、医薬品、麻薬・向精神薬

と前駆物質（常習性のある物質を含む）、化学兵器・生物兵器は本政令

の対象外である（政令第 3 条）。 

所管官庁 インドネシア環境林業省 

対象有害性 本政令で対象とする有害性は、爆発性、酸化性、可燃性（3 区分）、

毒性（3 区分7）、危険性、腐食性、刺激性、環境有害性、発がん性、催

奇形性及び変異原性である。それぞれの判定基準は不明確な点も多い

が逐条解説8に示されている。 

主な規制内容 【既存化学物質の登録等】 

 本政令では、既存化学物質の登録等は規定されていない。 

【新規化学物質の審査等】 

 本政令では、新規化学物質の審査等は規定されていないが、本政令の

附属書に記載されている B3 に含まれていない、新規の B3 を初めて輸

入する際には、通知手続きが必要である（政令第 9 条）。 

【登録、届出、量の報告等】 

・登録（政令第 6 条） 

 B3 の製造／輸入を行おうとする者は予め、名称、予定数量、用途な

どをインドネシア環境林業省に対して届出を行う必要がある。附属書 I

                                                   
7 半数致死量の程度により区分が分けられているため、全て急性毒性である。 
8 Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 

Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun 
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及び附属書 IIIに記載のあるB3並びに各附属書に記載のない初めて生

産又は輸入される B3 に対して適用される。 

 なお、この登録は 2010 年環境大臣規則第 2 号9の発効をもって、

INSW を通じてオンライン10で行うことが原則義務11付けられている。

登録方法の詳細については、2017 年環境林業大臣規則第 36 号12によ

って規定されている。 

・通知（政令第 7 条、第 8 条、第 9 条） 

 輸出に際してはインドネシア環境林業省から輸出先当局へ、輸入に

際しては輸出国当局から同環境林業省に対して、予め輸出入の許可を

得る必要がある。輸入が許可された場合は上記登録を行うことになる。

附属書 IIIに記載のあるB3及び各附属書に記載のない新規に輸入され

る B3 に適用される。 

・報告（政令第 31 条） 

 B3 の管理活動を行う者（登録を行った者）は定期的に環境林業省に

対して実績ベースの報告を行う必要がある。附属書 I 及び附属書 III に

記載のある B3 並びに各附属書に記載のない初めて生産又は輸入され

る B3 に対して適用される。なお、報告の様式は登録の様式とあわせて

インドネシア環境林業省の HP にて取得可能である13。 

【分類・表示・SDS】 

 SDS の作成、2008 年大臣規則第 3 号（後述）に基づいたシンボルと

ラベルの添付が求められている。附属書 I 及び附属書 III に記載のある

B3 並びに各附属書に記載のない初めて生産又は輸入される B3 に対し

て適用される（政令第 11 条、第 15 条など）。 

規制物質リスト  規制物質リストとして、使用可能 B3、使用禁止 B3、使用制限 B3 が

規定されている。 

・使用可能 B3（附属書 I）：209 物質 

・使用禁止 B3（附属書 II）：10 物質 

・使用制限 B3（附属書 III）：45 物質 

 上記物質の選定基準や分類は不明であるが、多くの収載物質がロッ

テルダム条約やウィーン条約（モントリオール議定書）の対象物質とな

                                                   
9 インドネシア・ナショナル・シングル・ウィンドウ（INSW）による危険及び有毒な物

質の電子登録システムの利用に関する 2010 年環境大臣規則第 2 号 
10 http://ptsp.menlhk.go.id/ 
11 災害時やインターネット環境が整っていない場合を除く（政令第 3 条）。 
12 危険及び有毒な物質の登録及び通知の手順に関する 2017 年環境林業大臣規則第 36 号 
13 http://b3.menlh.go.id/index.php?option=com_content&view=category&id=29&Itemid

=141 （最終アクセス 2019 年 1 月） 
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っている。 

 なお、本政令第 9 条において附属書 I～III に収載されていない B3

は通知等の過程を経ていずれかの附属書に収載されることが定められ

ているが、施行後十数年14を経ても附属書が改正されていない。 

 

（２）化学物質の分類及び表示に関する世界調和システムに関する 2009 年工業大臣規則第

87 号及びそれを改正する 2013 年工業大臣規則第 23 号 

 

表２．２．２ 化学物質の分類及び表示に関する世界調和システムに関する 2009 年工業大

臣規則第 87 号及びそれを改正する 2013 年工業大臣規則第 23 号の概要 

化学物質の定義 化学物質とは、元素、単一化合物、固体、液体またはガス状の混合物

等の物質であると定義されている（第 1 条第 8 項）。また、混合物とは

互いに反応しない 2 以上の化合物から構成される混合物、合金または

溶液である（規則第 1 条第 10 項）。 

除外物質 医薬品、食品、化粧品の添加剤及び食品の残留農薬等となる単体また

は混合物は本規則の対象外である。 

所管官庁 インドネシア工業省 

対象有害性 対象とする有害性として、物理化学的有害性（16 種）、ヒト健康有害

性（10 種）、環境有害性（3 種）が規定されている（規則第 3 条）。 

主な規制内容 【既存化学物質の登録等】 

 本規則では、既存化学物質の登録等は規定されていない。 

【新規化学物質の審査等】 

 本規則では、新規化学物質の審査等は規定されていない。 

【登録、届出、量の報告等】 

 本規則では、登録、届出、量の報告等は規定されていない。 

【分類・表示・SDS】 

本規則では、国連 GHS 分類に基づいた分類、ラベル表示（附属書 I）、

SDS（附属書 II）の提供が義務付けられている。 

混合物への対応は 2016 年 12 月 31 日以降の製造輸入品に適用され

る。ただし、中小企業15は対応を免除される。 

この規則の下位法にあたる 2014 年総局長規則第 4 号には、カット

オフ値、ビルディングブロック、Q-SAR 利用、報告書の作成及び総局

                                                   
14 制定は 2001 年。発効は 2002 年。 
15 土地、事業所の建物を含まない合計資本金が 10 億ルピア以下の企業を指す（規則第 1

条）。 
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長へのオンライン提出義務16、CBI17などが規定されている。 

規制物質リスト 本規則では、規制リストは規定されていない。 

 

（３）その他の工業化学物質の管理に関する規則等 

 

表２．２．３ 工業会社における危険及び有毒な物質の安全に関する 1985 年工業大臣決定

第 148 号の概要 

化学物質の定義 本決定では、化学物質の定義は規定されていない。 

除外物質 本決定では、除外物質は規定されていない。 

所管官庁 インドネシア工業省 

対象有害性 本決定で対象とする危険及び有毒な物質（以下この表において「B3」

という。）は、有毒性物質、爆発物、可燃性物質、酸化性・還元性物質、

爆発性・可燃性物質、高圧ガス、腐食性・刺激性物質、放射性物質、工

業大臣が定めるその他の危険及び有毒な物質である（決定第 1 条）。 

主な規制内容  工業会社が B3 を使用した結果生じる望ましくない事態が発生した

場合における工業会社の義務等を規定している。 

規制物質リスト  規制物質リスト（B3）として、附属書（90 物質（群））が規定されて

いる。 

 

表２．２．４ 作業場における危険な化学物質の管理に関する 1999 年労働大臣決定第 187

号の概要 

化学物質の定義 本決定では、化学物質の定義は規定されていない。本決定が対象とす

る危険な物質（以下この表において「B2」という。）とは『物理化学的、

毒性学的な性質に基づき、労働者、設備及び環境に対して危険な単体ま

たは混合物』と定義されている（決定第 1 条）。 

除外物質 本決定では、除外物質は規定されていない。 

所管官庁 インドネシア労働移住省 

対象有害性 本決定で対象とする B2 は、毒性物質、高毒性物質、可燃性液体、高

燃性液体、可燃性ガス、爆発性物質、反応性物質、酸化性物質とされる

（決定第 9条）。各有害性への適用基準は不明確な点が多いが決定第 10

条、第 11 条、第 12 条に記載されている。 

主な規制内容 【登録、届出、量の報告等】 

                                                   
16 報告書の作成は http://siinas.kemenperin.go.id から提出することになっている（2019

年 1 月現在）。 
17 CBI（Confidential Business Information：企業秘密情報）の対象は CAS RN、化学物

質の名称（総称名に代用）、カットオフ値以下の物質、濃度である（規則第 12 条）。 
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 化学物質の名称、量等をインドネシア労働移住省等に対して報告す

ることが求められている（決定第 7 条）。 

【分類・表示・SDS】 

 附属書 Iの様式に即して作成された SDS及びラベルを労働者及び労

働監督者に分かりやすい場所に表示させることが求められる（決定第

2 条、第 3 条など）。 

規制物質リスト 規制物質リストとして、附属書 III（B2 対象物質分類ごとの化学物

質名称及び限界量18）が規定されている。 

 

表２．２．５ 健康にとって危険な物質の安全に関する 1996 年保健大臣規則第 472 号の概

要 

化学物質の定義 本規則では、化学物質の定義は規定されていない。本規則が対象とす

る危険な物質（以下この表において「B2」という。）とは『単体であっ

ても混合物であっても、直接的・間接的に健康と生活環境に危害を及ぼ

す可能性のある物質』と定義されている（規則第 1 条）。 

除外物質 本規則では、除外物質は規定されていない。 

所管官庁 インドネシア保健省 

対象有害性 本規則で対象とする有害性は、毒性、発がん性、催奇形性、変異原性、

腐食性及び刺激性とされる（規則第 1 条）。 

主な規制内容 【登録、届出、量の報告等】 

 B2（附属書 I に収載された物質）を製造、輸入、販売する者に対し

てインドネシア保健省への登録が義務付けられている。登録の様式は

附属書 II に定められている。なお、登録内容には、年間予定数量や用

途が含まれる（規則第 3 条）。 

 また、B2 を管理する者に対して量を含む実績ベースの報告が課され

ている。なお、報告の様式は附属書 IV に定められている。ホルマリン

や水銀等計 5 物質（群）の輸入業者には別途の報告義務が課されてい

る（規則第 6 条）。 

【分類・表示・SDS】 

 B2 を管理する者に対して課される SDS 作成等の義務が定められて

いる（規則第 4 条）。 

規制物質リスト 【附属書 I：登録が必要な B2】 

348 物質が収載されている。 

 

                                                   
18 取扱量に応じて潜在的な危険性を「大規模な危険」と「中規模な危険」に分類するため

の閾値。 
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表２．２．６ 危険な物質の調達、流通及び監督に関する 2009 年商業大臣規則第 44 号及

びその一部を改正する 2011 年商業大臣規則第 23 号の概要 

化学物質の定義 本規則では、化学物質の定義は規定されていない。本規則が対象とす

る危険な物質（以下この表において「B2」という。）とは『直接的・間

接的に健康と生活環境に有害な単体、混合物、生物品』と定義されてい

る（規則第 1 条）。 

除外物質 本規則では、除外物質は規定されていない。 

所管官庁 インドネシア商業省 

対象有害性 本規則で対象とする有害性は、毒性、発がん性、催奇形性、変異原性、

腐食性及び刺激性とされる（規則第 1 条）。 

主な規制内容 【輸入業の許可】 

B219の製造輸入を自社における需要を満たす目的にのみ使用するこ

とのできる事業者はインドネシア海外貿易総局により承認される（製

造を承認された事業者は P-B2、製造輸入を承認された事業者は IP-B2

となる）。P-B2 及び IP-B2 は B2 の販売や譲渡が禁止されている。 

B2の輸入及び販売が許可されているのは第 4条に規定される IT-B2

（インドネシア商業株式会社 1 社）のみである。 

【流通業の許可】 

 インドネシア国内において PA-B2（最終使用者）に B220を供給する

ことができるのは、DT-B2（登録流通業者）及び PT-B2（登録小売業

者）である。DT-B2 は P-B2 及び IT-B2 からの流通の指示及びインド

ネシア商業省国内商業総局の許可を有する事業者であり、PT-B2はDT-

B2 からの流通の指示及びジャカルタ特別首都知事、県長または市長の

許可を有する事業者である。 

【登録、届出、量の報告等】 

 IP-B2、IT-B2、DT-B2、PT-B2 及び PA-B2 には、それぞれに応じた

B2 の数量を含む実績を定められた頻度で報告する義務が課される。そ

れぞれの様式は本規則の附属書に定められている（規則第 13 条、第 14

条）。 

【分類・表示・SDS】 

附属書 IIに収載される物質に対して、附属書 IIIの様式に従ったSDS

の添付などが求められる（規則第 8 条）。 

規制物質リスト  規制物質リストとして、輸入に規制を受ける B2、流通に規制を受け

                                                   
19 本規則の本文中では明示されていないが対象は附属書 I に収載される物質と思われる。 
20 本規則の本文中では明示されていないが対象は附属書 II に収載される物質と思われ

る。 
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る B2 が規定されている。 

・輸入に規制を受ける B2（附属書 I）： 

特定の危険な物質の輸入取引方法及び販売に関する 2000 年工業商

業大臣21決定第 254 号の附属書 I に収載されていた「健康に危害を及

ぼし生活環境の保全を損なう化学物質、及び化学兵器禁止条約の

Schedule 2 及び 3（2000 年工業商業大臣決定 254 号第 2 条）」の 351

物質である。 

・流通に規制を受ける B2（附属書 II）： 

危険な物質の流通及び監視に関する 2006 年商業大臣規則第 4 号の

附属書 I に収載されていた「毒性、発がん性、催奇形性、変異原性、腐

食性及び刺激性を有し、直接的・間接的に健康と生活環境に有害な単

体、混合物、生物品」の 54 物質である。 

 

表２．２．７ 危険な物質の工業用の製造及び使用の監督に関する 2006 年工業大臣規則第

24 号の概要 

化学物質の定義 本規則では、化学物質の定義は規定されていない。本規則が対象とす

る危険な物質（以下この表において「B2」という。）とは『単体であっ

ても混合物であっても、直接的・間接的に健康と生活環境に危害を及ぼ

す可能性のある物質』と定義されている（規則第 1 条）。 

除外物質 本規則では、除外物質は規定されていない。 

所管官庁 インドネシア工業省 

対象有害性 本規則で対象とする有害性は、毒性、発がん性、催奇形性、変異原性、

腐食性及び刺激性とされる（規則第 1 条）。 

主な規制内容 【製造、輸入、使用の許可】 

B2 の製造輸入を自社における需要を満たす目的にのみ使用するこ

とのできる事業者はインドネシア海外貿易総局により承認される（承

認されると IP-B2 となる。）。なお、IP-B2 は B2 の販売や譲渡が禁止

される（規則第 1 条）。 

B2 の輸入及び最終使用者への供給が許可されているのは IT-B2 で

あり、IT-B2 は API-U（一般輸入業者登録番号）の保持者であること

が要件である。IT-B2 に B2 の製造業者は含まれない。 

 なお、IP-B2 でなくとも、インドネシア工業省農業化学産業総局から

の推薦を得た場合は IT-B2 より供給を受けた B2 の使用が可能である

（規則第 3 条）。 

                                                   
21 2000 年当時。 



16 

 

【登録、届出、量の報告等】 

 IP-B2 及び IT-B2 はインドネシア工業省農業化学産業総局に量や流

通データを定期的に報告する義務を負う（規則第 6 条、第 7 条、第 8

条）。 

 また最終使用業者も同総局に対して、使用量等を定期的に報告する

義務を負う。 

【分類・表示・SDS】 

 最終使用者への提供には附属書 Iの様式を用いた SDSの添付が求め

られている（規則第 4 条）。 

規制物質リスト 規制物質リストとして、本規則の第 2 条に対象物質が示されている。

対象物質はホルマリン、メタニルイエローなど計 6 物質である。 

 

表２．２．８ 危険及び有害な物質のシンボル及びラベル付けの方法に関する 2008 年生活

環境担当国務大臣規則第 3 号の概要 

化学物質の定義 化学物質の定義は規定されていない。本規則が対象とする危険及び

有毒な物質（以下この表において「B3」という。）とは『性質、濃度、

数量により直接的・間接的に生活環境を汚染・破壊し、ヒトの健康・生

存やその他全ての生物を危険にさらす可能性のある物質』と定義され

ている（規則第 1 条）。 

除外物質 本規則では、除外物質は規定されていない。 

所管官庁 インドネシア環境林業省 

対象有害性 本規則では、2001 年政令第 74 号において B3 として対象とする有

害性である爆発性、酸化性、可燃性（3 区分）、毒性（3 区分）、危険性、

腐食性、刺激性、環境有害性、発がん性、催奇形性及び変異原性に加え、

高圧ガスなどその他の有害性が含まれる（規則第 2 条）。 

主な規制内容 【分類・表示・SDS】 

2001 年政令第 74 号第 15 条第 2 項に詳細を定めており、分類のた

めのシンボル及びラベル表示を定めている。 

規制物質リスト 本規則では、規制物質リストは規定されていない。 

 

２．２．２ 課題及び今後の政策方針・計画 

（１）新法制定や改正の動向について 

①化学物質法案 

インドネシア工業省が中心となり化学品法の制定に係る検討を2008年より進めていたが、

2019 年 1 月末現在、その制定は確認できない。2012 年に公開されたドラフトの構成は以

下の表のとおりである。 



17 

 

表２．２．９ 化学物質法案（2012 年公表版）の主な内容22 

化学物質の

定義 

本法案にて規定される化学物質とは、原材料、中間材料、補助材料およ

び／または完成した材料全てを含む（法案第 4 条）。 

除外物質 放射性物質、薬物、麻薬、向精神薬、化学物質の残留物のうち隔離され

ていないものや化学兵器のみのために使用される化学物質、工業目的のた

めに量産・取引および／または使用されていない化学物質は本法案の対象

外である（法案第 4 条）。 

対象有害性 本法案では、化学品の分類は、物理的危険性、健康有害性、環境有害性

の危険性に基づく。その危険性のレベルと危険シンボルは、世界調和シス

テム（GHS）に基づいて決定される（法案第 8 条）とされている。 

主な規制内

容 

【分類・表示・SDS】 

化学物質の危険性とリスクは、ライフサイクルの各ノードで伝達しなけ

ればならないとされている。ノードとは、調達、生産、輸入、保管、輸送、

流通、使用および処分と廃棄をいい、その伝達は、製造業者が作成するラ

ベルまたは SDS によって行われ（法案第 9 条）、SDS は、GHSのフォー

マットに従って作成するものとする（法案第 11 条）とされている。 

【管理方法】 

管理には、ライセンスの付与、報告、指導と監督、規制が含まれる（法

案第 15 条）。 

【輸入】 

化学物質の輸入に関しては、登録および承認を必要とする（法案第 27

条）。 

【生産】 

化学物質の品質基準および有料な化学物質の生産のためのガイドライ

ンの決定を通して化学物質の生産を管理する（法案第 28 条）。 

【輸出】 

原材料としての化学物質の種類と割り当てを決定し、化学物質の輸出を

管理する（法案第 29 条）。 

【保管】 

化学物質の優良な保管のためのガイドラインを確立し、保管に関するイ

ンフラストラクチャーの要件を決定することによって管理する（法案第

30 条）。 

【輸送】 

技術仕様の要件を決定し管理する（法案第 31 条）。 

                                                   
22 独立行政法人製品評価技術基盤機構、「平成 28 年度アジア諸国等の化学物質管理制度等

に関する調査報告書」の記載に基づく 
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【流通】 

流通チェーンのモニタリング、流通の記録、報告を通して管理する（法

案第 32 条）。 

【使用】 

リスクおよび便益の評価に基づき、食品、消費者製品および／または完

成品における化学物質の使用量と種類を設定し、有害化学物質に該当する

化学物質の使用に対する制限および／または禁止を行うことによって化

学物質の使用を管理する（法案第 33 条、第 34 条）。 

規制物質リ

スト 

規制物質リストとしては、政府が定める危険性カテゴリーのレベルの条

件を満たした場合、その化学物質は有害物質として公開される（法案第 8

条）とされている。 

 

②政令 2001 年 74 号の改正23 

政令 2001 年 74 号は改正の準備が 2010 年頃より進められているが、2019 年 1 月末現

在、承認には至っていない。 

 改正には以下の内容が含まれている。 

 化学物質のライフサイクル全体（製造、輸出入、保管、輸送、流通、使用、処分、廃棄）

の包括的な管理 

 国際協定又は条約との整合化 

 B3 の分類基準を GHSベースに移行 

 B3 の国家データベースの作成 

 B3 リストの更新 

 新規 B3 の上市前の評価方法 

 

（２）リスク評価手法の導入について 

 調査時点でリスク評価についての情報は得られなかった。 

 

（３）国内向けデータベースの開発について 

 インドネシア環境林業省が 2001 年政令 74 号の登録および通知制度により集まった化学

物質名、輸入量、用途などの情報をデータベース化することを検討している24。 

 

                                                   
23 化学物質国際対応ネットワーク「東南アジアにおける化学物質管理の最新動向に関する

セミナー（2015 年 2 月 20 日）講演 2」の発表資料及び講演に基づく 
24 化学物質国際対応ネットワーク「東南アジアにおける化学物質管理の最新動向に関する

セミナー（2015 年 2 月 20 日）講演 2」の発表資料及び講演に基づく 
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（４）既存化学物質インベントリの構築について 

【既存化学物質インベントリ】 

 2019 年 1 月末時点において、既存化学物質インベントリはない。2016 年に行われた日

本政府とインドネシア政府の二国間対話におけるインドネシア工業省の見解によれば、化

学物質法案には既存化学物質インベントリの策定も含まれるとのことであった25。  

 

【国際化学物質インベントリ】 

国際インベントリに関する規定は特に見当たらなかった。 

 

２．３ ラオス26 

２．３．１ 化学物質管理制度の現状 

 ラオスでは、2016 年に化学物質管理に関する法律（法律 No. 07/NA）が制定された。本

法では化学物質の種類･特性、安全性、事業者の責務、禁止事項、紛争解決、管理と検査な

ど幅広い内容が規定されている。 

 

（１）化学物質管理法 

 

表２．３．１ 化学物質管理法（法律 No. 07/NA）の概要 

化学物質の定義 化学物質とは、天然に存在もしくは人為的に製造された単一物質、化

合物または混合物を意味し、固体、液体、または気体の状態で存在する

もの（法第 3 条）と定義されている。 

また、同 3 条では、単一物質（Single Substance）、化合物

（Compounded Substance）、混合物質（Mixture Substance）、有害化

学物質（Hazardous Chemical）、有毒化学物質（Toxic Chemical）、基

礎化学物質（Basic Chemical）についても定義されている。 

・単一物質（Single Substance）とは、他の物質に抽出されなかった、

純粋で単一の物質 

・化合物（Compounded Substance）とは、安定性を確保するためにあ

る特定の比率で化学的に結合された少なくとも 2 つの物質からなる

物質 

・混合物質（Mixture Substance）とは、通常の状態では反応しない、

少なくとも 2 つの化学物質の混合物 

・有害化学物質（Hazardous Chemical）とは、一つもしくは複数の特

                                                   
25 経済産業省、平成 27 年度化学物質安全対策（化学物質管理分野におけるアジア諸国と

の二国間協力に関する調査）調査報告書の記載に基づく 
26本節の記載事項は、日本－ラオスの二国間対話等で得られた情報に基づく 
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性を有し、GHS制度と整合する物理的危険性、健康及び環境に対す

る有害性を有する化学物質 

・有毒化学物質（Toxic Chemical）とは、生命に死もしくは怪我、一時

的もしくは恒久的な障害をもたらす化学反応を起こすあらゆる化学

物質 

・基礎化学物質（Basic Chemical）とは、塩化カリウム、酸性硫酸塩、

水酸化ナトリウムなど、幅広い製造に重要かつ必要であり、経済発

展に極めて重要な物質 

除外物質 放射性物質及び原子力に関係する活動は本法の対象外である（法第

７条）。 

所管官庁 ラオス商工省 

対象有害性 本法で対象とする有害性は、GHSに規定されている、物理的危険性、

健康及び環境に対する危険性である（物理化学危険性 16 分類、ヒト健

康有害性（Bodily hazards） 10 分類、環境有害性 3 分類)（法第 14

条）。 

主な規制内容 【既存化学物質の登録等】 

 本法では、既存化学物質の登録等は規定されていない。 

【新規化学物質の審査等】 

自然界から新たに発見された化学物質あるいは科学研究により作ら

れた新しい化学物質は、ラオス商工省に登録されると共に、関連機関

（Relevant sector）に通知される必要がある。また、特許が必要な場

合は、ラオス科学技術省に知的財産権に係る登録が必要である（法第

25 条）。なお、具体的な規制はまだ規定されていない。 

【登録、届出、量の報告等】 

化学物質を取扱う業務（製造、格納、カプセル化、販売購入、保護、

研究、試験、供給、輸送、輸入、輸出、保管、保持、廃棄、有害・有毒

化学廃棄物の処理）を行う場合は、ラオス商工省に化学事業ライセンス

を申請しなくてはならない（法第 40 条）。なお、化学事業ライセンス

の申請書は以下を含む必要がある（法第 42 条）。 

1．企業登録証明書のコピー 

2．リスク評価報告 

3．化学物質安全情報 

4. 事故防止及び解決策 

また、事業者は法第 10 条に規定されている有害化学物質第 1 種を除

く化学物質については、ラオス商工省に登録しなくてはならない（法第

44 条）。 
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化学物質の販売、購入に際しては、化学物質名、量、使用目的等を記

載した契約書が必要になり、有害化学物質第 4 種については 2 年間、

有害化学物質第 2 種及び第 3 種については 5 年間の保管が義務付けら

れている（法第 46 条）。 

さらに、化学物質を取扱う事業者は、法第 50 条において、化学物質

の情報についてのデータベースを設置し保持する事が規定されてい

る。 

【分類・表示・SDS】 

輸送、保管、使用に際する安全性を確保するため、文字もしくは絵で

危険性をラベルに規定されることが規定されている。内容は、ラオ語ま

たは外国語で記載されることになっている（法第 18 条）。 

製品名、原産地、生産拠点、成分や化学式から、使用法に至るまで 17

の SDS の項目が規定されている（法第 16 条）。 

規制物質リスト 規制物質として、有害化学物質第 1 種、第 2 種、第 3 種、第 4 種が

規定されている（法第 9 条）が、リストはまだ規定されていない。 

 

２．１．２ 課題及び今後の政策方針・計画 

（１）新法制定や改正の動向について 

従来、化学物質管理については、関連する省庁が個別に規制していたが、化学物質管理

法により、ラオス商工省が中心となり化学物質管理を進めていくことになった。例えば、農

薬についてはラオス農業省と、医薬品については同保健省と協力の下、管理されることにな

った。ただ、法律は制定されたものの施行令の制定は未だなされていない。 

 

（２）リスク評価手法の導入について 

 調査時点でリスク評価についての情報は得られなかった。 

 

（３）国内向けデータベースの開発について 

 データベースは整備されておらず、ラオス商工省において検討が始まった段階である。 

 

（４）既存化学物質インベントリの構築について 

【既存化学物質インベントリ】 

 既存のインベントリは整備されていない。 

 

【国際化学物質インベントリ】 

国際インベントリに関する規定は特に見当たらなかった。 
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２．４ マレーシア 

２．４．１ 化学物質管理制度の現状 

マレーシアには化学物質管理を広く規定する法は存在しない。マレーシアエネルギー科

学技術環境気候変動省（MESTECC）環境局（DOE）が環境有害性物質の届出・登録制度

をボランタリーベースで進めていたが、現在は当該制度の法制化が検討されている。また、

GHS への対応は労働安全衛生法の下位法に当たる通称 CLASS 規則によって規定されてい

る。 

 

（１）環境有害性物質の届出・登録制度（EHSNR27） 

 マレーシア DOE は、環境品質法（Environmental Quality Act 1974）に規定される環境

有害性物質の管理に関して、2008 年に環境有害物質の届出・登録制度（EHSNR：

Environmentally Hazardous Substances Notification and Registration Scheme）に関す

るスキームを発表し、2009 年１月から環境有害性物質の届出がボランタリーベースで開始

されたが、マレーシア DOE が EHSNR 規則案の制定を進めるなか、2019 年 1 月末現在、

届出は一旦中断状態が続いている。 

 

表２．４．１ 環境有害性物質の届出・登録制度（EHSNR）の概要 

化学物質の定義 化学物質は定義されていない。環境質法では Environmentally 

Hazardous Substances （以下「EHS」という。）は「固体、半固体、

液体、ガスや蒸気の状態かを問わず、2 以上の物質よりなる混合物であ

っても、また、あらゆる環境保護・保全・管理活動を意図した生体であ

ったとしても、汚染を生じる原料を含むあらゆる天然または人工の物

質」と定義されている。 

除外物質 届出・登録の対象外となる物質については下欄の【登録、届出、量の

報告等】の③非対象物質を参照のこと。 

所管官庁 マレーシアエネルギー科学技術環境気候変動省（MESTECC）環境局

（DOE） 

対象有害性 本制度で対象となる有害性は、CLP 規則附属書 VI パート３の 3.1

「有害性物質の調和化された分類及び表示のリスト」に基づく有害性

である。 

主な規制内容 【既存化学物質の登録等】 

 本制度では、既存化学物質の登録等は規定されていない。ただし、以

下の【登録、届出、量の報告等】で届出された物質（EHS 参照リスト）

                                                   
27 断りのない限り「Guidance for the industry on The Notification and Registration 

Scheme of Environmentally Hazardous Substances(EHS) in Malaysia(2nd Edition 

2012)」を参照とした。 
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を既存化学物質として利用する可能性がある。 

【新規化学物質の審査等】 

 本制度では、新規化学物質の審査等は規定されていない。ただし、以

下の【登録、届出、量の報告等】の④届出事項に記載のとおり、「EHS

参照リスト又はCMR（Carcinogenic(発がん性)・Mutagenic(変異原性)・

Reproductive toxicity(生殖毒性)）参照リストに収載されていない物質

について、「詳細届出」が課されている。 

【登録、届出、量の報告等】 

①対象者 

EHS の製造者または輸入業者が対象であり、また、カットオフ値以

上の EHS を含む混合物や最終製品の輸入者も届出・登録の対象とな

る。一方、製造輸入に直接関係しない混合物の配合業者、流通業者、小

売業者、使用者は届出・登録の対象外である。 

なお、CBI として製造元からの化学物質の詳細な情報が得られない

場合、EHSの対象者であっても情報を有していない。そのため、外部

届出として海外のサプライヤーが直接オンラインシステムにアクセス

して情報を提供する手段が用意されている。 

②対象物質 

a)石油化学製品（プラスチック、樹脂等含む、但しポリマーを除く）、

b)農薬及び殺虫剤（既に規制されている活性成分を除く）、c)洗剤及

び界面活性剤、d)化粧品、トイレ用品、家庭用品、e)有機化合物、f)

油脂化学製品、g)医薬品、h)産業ガス、i)塗料、j)基礎化学製品、及び

k)ゴム工業製品 

③非対象物質 

他の法令により既に当局に情報を提出している物質は対象外であ

る。ただし、農薬法、毒物法、化学兵器禁止条約法の対象用途以外の用

途である場合は対象となる。また、以下の物質は対象外である。 

a)天然物、b)非意図的/最終消費時に発生する物質、c)製造途中に生成

される物質、d)混合物（成分は必須）、e)不純物、f)副生成物、g)非単

離中間物、h)製品製造工程内で消費される中間物、i)輸送中間物、j)

全て輸出される物質、k)研究開発用途の物質、l)試作品、m)年間 1 ト

ン未満の物質、n)ポリマー 

④届出事項 

 届出は「基本届出」と「詳細届出」に分かれている。EHS参照リス

ト又は CMR 参照リストに収載されていない物質については、基本届

出の他に詳細届出が求められる。 
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・基本届出：a)化学物質特定情報（CAS RN など）、b)年間数量、c)用

途、d)原料及び製品中最小及び最大濃度、e)輸入元国（輸

入の場合） 

・詳細届出：a)化学物質を特定するための情報（構造式、分子量など）、

b)物化性状（融点、自然発火点など）、c)物理化学的有害性

データ（可燃性、金属腐食性など）、d)健康有害性データ（急

性毒性、皮膚腐食性、刺激性など）、e)水環境有害性データ

（急性水生毒性、生物蓄積性など）、f) GHS 分類結果 

【分類・表示・SDS】 

 本法では、GHS に基づき分類することとされている。 

規制物質リスト

28 

規制物質リストとして、EHS 参照リスト29及び CMR 参照リスト30

が規定されている。 

・EHS 参照リスト：CLP 規則附属書 VI パート３の 3.1「有害性物質

の調和化された分類及び表示のリスト」に基づく

有害性物質 

・CMR 参照リスト：EHS 参照リストのうち、以下区分に該当する物

質群である；水生生物急性毒区分１、CMR（発が

ん性区分 1A, 1B、生殖毒性区分 1, 2、変異原性区

分 1A, 1B）。 

 

 

（２）労働安全衛生（有害性化学品の分類表示及び安全性データシート）規則 2013（CLASS31

規則） 

 

表２．４．２ 労働安全衛生（有害性化学品の分類表示及び安全性データシート）規則

（CLASS 規則）の概要 

化学物質の定義 物質とは、天然物か製造工程より得られたかを問わず元素及びその

化合物であり、安定性を保つために必要なあらゆる添加物及び使用さ

れる工程から生じるあらゆる不純物を含むものと定義されている。た

                                                   
28 経済産業省、平成 29 年度化学物質安全対策（化学物質管理分野におけるアジア協力に

関する調査）調査報告書の記載に基づく 
29 https://www.e-ehs.doe.gov.my/public/references 
https://myehs.doe.gov.my/myehs/ehs_references_public/view/（2019 年 1 月末現在、接続

不能） 
30 https://www.e-ehs.doe.gov.my/public/references/index/filter:cmr（2019 年 1 月末現

在、接続不能） 
31 Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals Regulations 

[P.U.(A)310/2013] 
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だし、物質の安定性に影響を及ぼさず、またはその組成を変えずに分離

することのできるあらゆる溶剤を除く。また、互いに反応しない 2 以

上の物質から構成される混合物または溶液を含む（規則第 3 条32）。 

除外物質 放射性物質（原子力エネルギー認可法）、指定廃棄物（環境質規則（指

定廃棄物））、医薬品・化粧品（医薬化粧品規則）、科学的研究開発や試

用目的の化学物質、成型品は、本規則の対象外である。また、農薬（農

薬法）及び輸出前品は部分的に規制が免除される（規則第 2 条）。 

所管官庁 マレーシア人的資源省 

対象有害性 本規則で対象とする有害性として、ICOP33第 2 部「化学品の分類」

において物理化学的有害性（16 種）、ヒト健康有害性（13 種）、環境有

害性（3 種）が規定されている。 

主な規制内容 【既存化学物質の登録等】 

輸入業者または製造業者は、1 トン／年以上輸入または供給された有

害化学物質のインベントリを毎年作成し、翌年の 3 月 31 日までにマレ

ーシア労働安全衛生部（以下「DOSH」という。）局長に提出しなけれ

ばならない34（規則第 14 条）。なおこのインベントリには、製品名、有

害化学物質の名称、成分・組成・CAS RN、有害性分類、有害化学物質

ごとの合計輸入／供給量を含むこととされている。 

【新規化学物質の審査等】 

 本規則では、新規化学物質の審査等は規定されていない。 

【登録、届出、量の報告等】 

本規則では、【既存化学物質の登録等】に記載した以外の登録等の制

度はない。 

【分類・表示・SDS】 

 本規則では、国連 GHS分類改訂 3 版に準拠しているとされる35。主

たる供給業者（有害化学物質を配合、製造、輸入、リサイクルまたは再

配合する供給業者）は ICOP 第 1 部に収載されたリストに従って化学

物質を有害化学物質と分類しなければならない。このリストに収載さ

れていない化学物質は ICOP第 2部に従い分類されなければならない。 

 また、有害化学物質の供給業者は包装材に表示の義務を負う（規則第

8 条）。 

                                                   
32 REACH 規則第 3 条第 1 項及び 2 項に同じ。 
33 化学品の分類及び危険有害性情報伝達に関する産業実務規範（2014 年）、The Industry 

Code of Practice on Chemical Classification and Hazard Communication の略。 
34 提出サイト（化学品情報管理システム）：http://cims.dosh.gov.my 
35 化学物質国際対応ネットワーク「東南アジア全般及びマレーシアにおける化学物質管理

政策最新動向セミナー（2015 年 8 月 6 日）講演 1」の発表資料及び講演に基づく 
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 さらに有害化学物質の供給業者は化学物質の受領者にSDSを提供し

なければならない（規則第 13 条）。なお、混合物中の有害化学物質36に

対しては有害性に応じたカットオフ値が設定されている（附属書 V 及

び ICOP 表 3.2）。 

【CBI】 

 有害化学物質の名称、組成、成分が企業秘密である場合に適用され、

SDS や有害化学物質インベントリ上の記載を省略することができる

（規則第 15 条）。ただし、有害化学物質の名称については総称名を用

いて、組成が企業秘密である場合は ICOP 第 4 部に規定される濃度範

囲を用いて SDS 上に提示することとしている37。 

規制物質リスト 規制物質リストではないが、ICOP 第 1 部には分類された 229 物質

が掲載されている38。 

 

（３）その他 

 マレーシアには他にも化学物質関連の法制度として下表に例示する法令が存在するがい

ずれも規制対象物質等の観点から化審法との親和性はないと考えられた（表２．４．３）。 

 

表２．４．３ マレーシアにおける化学物質関連法制度 

法令 規制対象物質等 所管官庁 

工場機械法 

・鉛規則 

・アスベスト規則 

・鉱物ダスト規則 

鉛、アスベスト、鉱物ダスト マレーシア人的資源省 

農薬法 殺虫剤 マレーシア農業農産物省 

毒物法 

・医薬品化粧品規則 

医薬品、化粧品 マレーシア保健省 

原子力エネルギー認可法 放射性物質 マレーシアエネルギー科学

技術環境気候変動省 

石油安全対策法 石油、石油製品 マレーシア国内取引協同組

合消費者省 

環境質法 排出物、廃棄物 マレーシアエネルギー科学

                                                   
36 混合物の分類については、2017 年 6 月に CATCH というツールをマレーシア通商産業

省とマレーシア国立大学が共同開発し、中小企業を対象として技術的に支援している。 
37 混合物については提示した濃度範囲の最大値をもって GHS分類を行うことになる。 
38 リストは更新されることとなっており、マレーシア DOSH のウェブサイトにおいて参

照できると ICOP 第 1 部に記載があるが更新は確認できなかった（2019 年 1 月時点）。 
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・環境質規則（大気） 

・環境質規則（排水） 

・環境質規則（指定廃棄物） 

技術環境気候変動省環境局 

化学兵器禁止条約法 化学兵器 マレーシア外務省 

 

２．４．２ 課題及び今後の政策方針・計画 

（１）新法制定や改正の動向について 

①EHSNR 規則 

マレーシア DOE は、2015 年 12 月 10 日に EHSNR 草案を発表し、継続して法制化を目

指しているが、2019 年 1 月末現在、施行に至っていない。この規則においては、届出が義

務化されることになっている。 

 

②CLASS 規則及び ICOP の改正 

 2018 年に開催された AMEICC WG-CI（化学産業作業グループ）会合でのマレーシア代

表の発表によると、労働安全衛生規則（CLASS 規則）の改正を 2019 年を目途に、また、

化学品の分類及び危険有害性情報伝達に関する産業実務規範（ICOP：The Industry Code 

of Practice on Chemical Classification and Hazard Communication）の第１部（規制対象

物質リスト）のみを 2018 年に改正する計画があるとのことであったが、いずれの改正も

2019 年１月末現在、確認されていない。 

 

（２）リスク評価手法の導入について 

【検討状況】 

 マレーシア DOE は、マレーシア国内における懸念物質へのリスク評価スキームの導入を

検討している。リスク評価スキームにおいて検討される懸念物質は GHS分類結果等に基づ

いて優先付けられ、GHS分類結果では対応できない影響を有する懸念物質については年間

使用量に基づいて優先付けられるとされる。リスク評価スキームから得られる結果はマレ

ーシア DOE をはじめとする他の化学物質管理に関連する機関によってリスク低減戦略や

リスク低減措置の実施に結びつけられる予定である39。 

 マレーシア DOSH では、化学品の簡易リスク評価・管理（SiRAC：Simple Risk 

Assessment and Control for Chemicals）というイギリスの COSHH (Control of 

Substances Hazardous to Health Regulations) Essentials を参考とした新システムの導入

を検討している40。 

                                                   
39 https://www.e-ehs.doe.gov.my/app/webroot/portal/about-ehs-n-r/ 

（2019 年 1 月末現在、接続不能） 
40 http://www.dosh.gov.my/index.php/en/osh-info-2/chemical-issues-sp-265/344-simple-

risk-assessment-and-control-sirac 
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（３）国内向けデータベースの開発について 

マレーシア DOSH はすでに CLASS 規則に関連したデータベースとして Chemicals 

Information Management System（CIMS）を開発・公開している41。 

 

（４）既存化学物質インベントリの構築について 

【既存化学物質インベントリ】 

 EHSNR 制度を通じて得られた情報を基に、マレーシア DOE はマレーシア化学物質イン

ベントリ42を作成する予定である。なお、マレーシア DOE のホームページ43では、2017 年

2 月の時点で EHS 参照リストとして 3839 物質が掲載されており、CAS No.、EC No.、

Index No.、化学品名称、クラスコード、有害性コードが掲載されていたが44、2019 年 1 月

末現在、ホームページは接続できない状態が続いている。 

 

【国際化学物質インベントリ】 

国際インベントリに関する規定は特に見当たらなかった。 

 

２．５ ミャンマー 

２．５．１ 化学物質管理制度の現状 

 ミャンマーにおける化学物質管理は、ミャンマー工業省が所管する「化学物質及び関連物

質危険防止法（Prevention of Hazard from Chemical and Related Substances Law）45」

に規定されている。詳細については、「化学物質及び関連物質危険防止規則（the Prevention 

of Hazard from Chemical and Related Substances Rules）46」に規定されている。 

 

（１）化学物質及び関連物質危険防止法及び同規則 

 

表２．５．１ 化学物質及び関連物質危険防止法及び同規則の概要 

化学物質の定義 化学物質とは、「元素、化合物及び混合物であり、天然に存在しまた

は人為的に生み出され人類及び動物の健康または生命に有害となり、

環境に負の影響をもたらすものであり、技術的に元素、化合物及び混合

                                                   
41化学物質名、CAS RN または IUPAC 名による物質検索が可能であり、物質ごとの GHS

分類結果や規制情報等が収載されている（http://cims.dosh.gov.my/）。 
42 マレーシア DOE の公式サイトでは the Malaysian Chemicals Register と称されてい

る。 
43 https://www.e-ehs.doe.gov.my/public/references（2019 年 1 月末現在、接続不能） 
44 独立行政法人製品評価技術基盤機構、「平成 28 年度アジア諸国等の化学物質管理制度等

に関する調査報告書」の記載に基づく 
45 http://www.industry.gov.mm/my/content/prevention-hazard-chemical 
46 http://www.industry.gov.mm/my/content/prevention-hazard-rules 
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物に化学変化を加えることで得られる煙やガス、液体、油、グリス及び

固形廃棄物を含むもの」と定義されている（法第 2 条）。また、関連物

質とは「有害になり得る派生物質」と定義されている（法第 2 条）。 

除外物質 本法では、除外物質は規定されていない。 

所管官庁 ミャンマー工業省 

対象有害性 本法で対象とする有害性は規定されていない。ただし、可燃性・爆発

性に係る物質を取り扱う事業者である場合の規定がある（法第 16 条）。 

主な規制内容 【既存化学物質の登録等】 

 本法では、既存化学物質の登録等は規定されていない。 

【新規化学物質の審査等】 

 本法では、新規化学物質の審査等は規定されていない。 

【化学物質の登録等】 

化学物質及び関連物質に関する事業47を行おうとするものは、環境保

護のための管理計画書とともに Central Supervisory Board からライ

センスの発行を受けなくてはならないとされている。また、ライセンス

の発行後、Supervisory Board 及び Board of Inspection による査察を

受けかつその事業に携わる人間をトレーニングコースに出席させた後

に操業を開始することが可能である（法第 13 条、第 14 条、第 15 条）。 

また、ライセンスを有する者は使用する化学物質及び関連物質を

Central Supervisory Board に登録し登録許可書の発行を受けなけれ

ばならない（法第 20 条、第 21 条）。 

さらに、ライセンス取得者は、 

 ・GHS に準拠した 16 項目を含む MSDS を種々の申請の際に提出し

なければならない（規則第 53 条）。 

 ・ラベリングの際には、GHS 分類及び基準に従わなければない（絵

表示、注意喚起の文言等）。またラベルは、化学物質及び関連物質

を含む全ての包装資材に貼付されなければならない（規則第 54

条）。 

【分類・表示・SDS】 

 Central Supervisory Board は、GHS の分類基準に基づき、化学物

質及び関連物質の有害性の分類及びクラスの特定を行わなければなら

ない（規則第 51 条、第 52 条）。同条項では、有害性分類項目として以

下が示されている。 

 ・物理化学的危険性 

                                                   
47 保管、技術的処理、商用目的の製造、使用、輸入、輸出、輸送、保有、流通、購入、販

売及び排出を行う者を指す（第 2 条）。 
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 （ａ）爆発性    （ｂ）引火性／可燃性（液体、固体、ガス） 

 （ｃ）自己反応性  （ｄ）自然発火性（液体、固体） 

 （ｅ）自己発熱性  （ｆ）可燃性ガスの放出 

（ｇ）高圧ガス   （ｈ）有機過酸化物 

 （ｉ）腐食性    （ｊ）酸化剤（固体、液体、ガス） 

 （ｋ）水反応可燃性 （ｌ）可燃性高圧ガス及び粒子 

 ・健康有害性 

 （ａ）急性毒性       （ｂ）眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 

 （ｃ）発がん性       （ｄ）生殖細胞変異原性 

 （ｅ）生殖毒性       （ｆ）臓器毒性（単回、反復） 

 （ｇ）呼吸感作性     （ｈ）皮膚炎 

・環境有害性 

 （ａ）水生生物有害性 （ｂ）オゾン層への有害性 

 

 調査時点で、Central Supervisory Board による GHS 分類の実施状

況に係る詳細な情報は得られなかった。 

 ライセンス取得者は、前述の通り GHS に準拠した SDS の提出、及

び、ラベリングを行わなければならない。 

規制物質リスト 規制物質リストとして、以下の 3 種類の規定されている（規則第 2

条）。 

・一般化学物質：国民が通常使用する化学物質及び関連物質 

・制限化学物質：人の健康及び安全のため特に管理されるべき有害

な化学物質及び関連物質 

・禁止化学物質：科学的な研究や感染症の撲滅を目的として国によ

ってのみ生産、使用、輸入が可能である化学物質及

び関連物質 

 別途、制限化学物質リスト及び禁止化学物質リストがミャンマー工

業省により通知されている（工業省通知 2016 年第 2 号、第 3 号）。 

 ・制限化学物質リスト（計 29 物質） 

（ａ）保健省通知 2012 年第 1 号に掲載された前駆物質 26 種 

（ｂ）ウィーン条約及びモントリオール議定書に禁止されるハイ

ドロフルオロカーボン（HCFC） 

（ｃ）その他 2 種類の化学物質（水銀、シアン化ナトリウム） 

 ・禁止化学物質リスト（計 65 物質） 

（ａ）ストックホルム条約で規定された残留性有機汚染物質 26 種 

（ｂ）ウィーン条約およびモントリオール議定書にて禁止される
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クロロフルオロカーボン（CFC） 

（ｃ）殺虫剤登録委員会通知 2013 年第 1 号に掲載された事前同

意説明の対象となる殺虫剤 26 種 

  （ｄ）化学兵器禁止条約表 1 に記載の化学物質 12 種 

 

（２）その他 

 その他、農薬法（ミャンマー農業灌漑省）、植物検疫法（同農業灌漑省）、ミャンマー鉱山

法（同鉱業省）、労働衛生規則（同工業省）、水質汚濁大気汚染管理規則（同工業省）、肥料

法（同農業灌漑省）、前駆物質管理法（同内務省）、国家麻薬法（同保健省）、石油法（同エ

ネルギー省）、環境保護法（同環境保護林業省）などが化学物質関連法制度として存在する。 

 

２．５．２ 課題及び今後の政策方針・計画 

（１）新法制定や改正の動向について 

調査時点で新法制定や改正の動向に係る情報は得られなかった 

 

（２）リスク評価手法の導入について 

 調査時点でリスク評価についての情報は得られなかった。しかし、化学物質及び関連物質

危害防止法において、Central Leading Board は、「化学物質及び関連物質の事業にかかる

労働者の健康または生命を脅かす直接的な影響及び環境汚染を通じたヒトの健康及び生命

及び動物を脅かす間接的な影響の事前評価及び有効な管理を図ること（法第 5 条(i)）」との

記載はみられる。 

 

（３）国内向けデータベースの開発について 

 調査時点でデータベース開発に係る情報は得られなかった。 

 

（４）既存化学物質インベントリの構築について 

【国家化学物質インベントリ】 

 化学物質及び関連物質危害防止法では、国家化学物質及び関連物質プロファイル（以下

「プロファイル」という。）に関する分類及びリストの発行を行うことが、Central Leading 

Board の責務として規定されている（法第 5 条(h)）。このプロファイルとはミャンマーにお

いてあらゆる業種で活用しうるよう分類されたものとされる（法第 2 条(k)）。また、この分

類は、国際的な標準及び基準、あるいは研究及び実験の結果に従って改定するよう定めてい

る。しかしながら、調査時点で具体的な情報は得られなかった。 

 

【国際化学物質インベントリ】 

国際インベントリに関する規定は特に見当たらなかった。 
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２．６ フィリピン 

２．６．１ 化学物質管理制度の現状 

 フィリピンにおける化学物質管理は、フィリピン環境天然資源省（DENR: Department 

of Environment and Natural Resources）環境管理局（EMB: Environmental Management 

Bureau）が所管する有害物質及び有害・核廃棄物管理法（Toxic Substances and Hazardous 

and Nuclear Wastes Control Act of 1990；R.A. 6969）48、特にその TitleⅡの章に規定され

ている。詳細については、その下位規定である「R.A.6969 の施行規則（DAO 1992-29）49」

に定められており、健康または環境に対する不当なリスクや危害をもたらす化学物質及び

混合物の製造、輸入、加工、使用、流通、販売、廃棄について、規制や制限、禁止等の措置

が規定されている。その他、EMB 覚書通達50で運用ルール等が規定される場合もある。 

 

（１）有害物質及び有害・核廃棄物管理法 

  

表２．６．１ 有害物質及び有害・核廃棄物管理法の概要 

化学物質の定義 化学物質とは、特定の分子同一性を有するあらゆる有機物または無

機物と定義されており、以下のものを含む（法第 5 条）。 

（ⅰ）化学反応の結果として全体的または部分的に生成する物質もし

くは天然に存在する物質が結合したあらゆるもの 

（ⅱ）元素または化学的に結合していないあらゆるもの 

除外物質 以下の他の法令で規制される物質は本法の対象外である（規則第 22

条）。 

・食品・医薬品・化粧品（食品、医薬品および化粧品法；R.A.3720） 

・肥料・農薬（肥料農薬庁の創設および肥料産業庁の廃止に係る大統

領令；P.D.1144） 

・麻薬・向精神薬（包括的危険薬物法；R.A.9165）等51。 

所管官庁 フィリピン環境天然資源省（DENR）環境管理局（EMB） 

対象有害性 本法で対象とする有害性は以下のとおりである（法第 5 条）。 

（ⅰ）短期の急性健康影響 

急性毒性（経口、吸入または経皮）、腐食性等の皮膚および眼の

                                                   
48 共和国法律（Republic Act；以降、R.A.と表する場合がある） 
49 行政命令（DENR Administrative Orders；以降、DAOと表する場合がある） 

50 EMB 覚書通達（EBM Memorandum Circulars：以降、EBM M.C.と表する場合がある） 

51 Guidance Manual; Implementing Rules and Regulations for TitleⅡ: The 

Management of Chemicals and Toxic Substances 

（http://119.92.161.2/portal/Portals/40/Guidance%20Manual.pdf） 

http://119.92.161.2/portal/Portals/40/Guidance%20Manual.pdf
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接触による有害性、引火性、爆発性 

（ⅱ）以下を含む長期の環境影響 

反復曝露による慢性毒性、発がん性（急性曝露によっても生じ

る場合はあるが、ここでは長期潜在的なもの）、難分解性、地下

または地表水の汚染可能性、悪臭のような不快な性質 

主な規制内容 【既存化学物質の登録等】 

既存化学物質インベントリ（PICCS：Philippine Inventory of 

Chemicals and Chemical Substances）を整備することが、フィリピン

DNRE の責務として規定されている（法第 6 条、規則第 14 条）。 

PICCS は毎年更新することとしており、製造または輸入の事前届出

および開始届出された新規化学物質が収載される。 

 なお、以下の物質は、PICCS への収載が免除される。 

 ・化学物質でないもの 

 ・自然に発生する物質 

 ・混合物 

 ・他法令で規制される放射性物質、殺生物剤、薬品、食品、化粧品 

 ・副生成物（廃棄されるもの） 

 以下のものは、PICSSの更新が免除される。 

 ・市場テストまたは研究開発のため製造または流通（輸入ではない）

される 1000kg／年以下の少量化学物質 

【新規化学物質の審査等】 

 新規化学物質とは、1993 年 12 月 31 日より後に国内で製造または輸

入され、かつ、PICCSに収載されてないものである（規則第 6 条）。 

新規化学物質の製造及び輸入の事前届出制度（PMPIN：Pre-

manufacturing and Pre-importation notification）を有する。 

（登録の要件） 

 申請は国内の製造者または輸入者が行うことができる52。 

 新規化学物質を新たに製造、加工または輸入する者は、その事業の前

に以下の情報を提出しなければならない（法第 8 条）。 

 ・化学物質または混合物の名称 

 ・化学物質の特定情報及び分子構造 

 ・想定される使用用途 

 ・製造、輸入、加工または廃棄の推定量 

 ・保有するあらゆる健康及び環境影響の試験データ 

 規則ではデータ要件を詳細に規定している（規則第 15 条）。 

                                                   
52 http://chemical.emb.gov.ph/?page_id=135# 

http://chemical.emb.gov.ph/?page_id=135
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（ａ）適切な化学物質の名称 

（ｂ）商業名 

（ｃ）化学分子構造 

（ｄ）CAS登録番号 

（ｅ）RTECS 番号（入手できる場合） 

（ｆ）国連番号（適用できる場合） 

（ｇ）国連クラス及び補助的なリスクカテゴリー（適用できる場合） 

（ｈ）以下の物理的性質（適用できる場合） 

 （ⅰ）沸点、（ⅱ）融点、（ⅲ）比重、（ⅳ）蒸気圧、（ⅴ）外見、 

（ⅵ）臭い、（ⅶ）純度、（ⅷ）水／オクタノール分配係数 

 （ｉ）以下の化学的性質（適用できる場合） 

   （ⅰ）水への溶解度、（ⅱ）有機溶剤への溶解度 

 （ｊ）以下の毒性学的データ（適用できる場合） 

   （ⅰ）二種の測定致死量の中央値 

   （ⅱ）二種の測定致死濃度の中央値 

   （ⅲ）皮膚及び眼の刺激性試験結果 

   （ⅳ）ある種への短期間亜致死毒性試験結果 

 （ｋ）推奨される時間荷重の曝露平均（8 時間／1 労働日） 

（ｌ）閉鎖環境化で測定された引火点 

（ｍ）最大および最小爆発限界（適用できる場合） 

（ｎ）既知の安定性および不適合性 

（ｏ）発がん性、催奇形性および変異原性 

（ｐ）届出者の名前と住所 

（ｑ）届出者によって使用、保管、製造、加工、販売、輸送、輸入、

輸出される年間の予想容積または重量 

事前届出には以下の二つの方法があり、様式が異なる 52。 

・簡易な届出（Abbreviated PMPIN） 

フィリピンと同様の化学物質の審査手続きを有する国において

管理を受けずに使用されている物質であり、不当なリスクをもた

らさないこと明確に示す十分な情報を提出できるものを対象とす

る。日本・米国・EU・オーストラリア・カナダ・韓国は、PMPIN

と同等の審査手続きを有する国として認められている。 

・詳細な届出（Detailed PMPIN）53 

  他国でリストされていない、又は、フィリピン EMB が安全性を

評価するための情報が十分でないと判断した物質を対象とする。

                                                   
53 http://chemical.emb.gov.ph/wp-content/uploads/2017/03/PMPIN-Detailed-Form.pdf 

http://chemical.emb.gov.ph/wp-content/uploads/2017/03/PMPIN-Detailed-Form.pdf
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「簡易な届出」に含まれる情報の他、職業上の曝露・推定される環

境排出及び廃棄に関する情報、物理化学的性状・毒性影響・環境影

響の試験結果を提出しなければならない。 

 その他、MSDS／SDSの提出が必要である 52。 

事前届出は 90 日～180 日前までに行わなければならない。また、製

造または輸入の許可を受けた後、開始届出（NOC）を提出しなければ

ならないエラー! ブックマークが定義されていません。。 

なお、以下の化学物質又は混合物の製造は、事前届出を免除される

（法第 11 条）。 

ａ）既存化学物質インベントリのリストに収載されているもの 

ｂ）実験、研究または開発の目的のみで少量生産されるもの 

ｃ）健康または環境への不当なリスクや危害をもたらさないもの 

ｄ）一時的に存在し、人や環境への曝露がないもの、例えば、他の化

学物質の混合物の製造または加工時の化学反応の結果として存

在するようなもの 

施行規則では、新規化学物質の届出及び審査、または化学物質の試

験の要求を免除される化学物質または混合物として、上記ａ）ｂ）の

他、反応中間物、他の法律で規制されるものを挙げている（規則第 22

条）。 

 また、具体的な免除規定には、以下のものがある。 

・少量輸入申請（SQI：Small Quantity Importation） 

1,000kg 未満の新規化学物質を輸入する際に適用可能な認可手

続きである。認可証は 1 年毎に発行される。最大 5 年連続申請可

能であり、超過する場合は PMPIN が必要となる。認可された輸

入者は、当該新規化学物質の輸入量情報を含む年次報告を提出し

なければならない。また、それ以上加工されない化学物質または製

品の輸入に対する SQI 申請は免除される。（EMB 覚書

（2003/10/2）、EMB 覚書通達 2016 年第 11 号） 

・ポリマー免除54 

  現在、免除のクライテリア等が改定案（覚書通達）として公表さ

れ、パブリック・コメントを募集している。要件としては、最高管

理職によって署名された様式の提出、構成モノマーを含むポリマ

ーの情報、SDS、低懸念ポリマーであることの証明等が挙げられて

いる。  

（届出の審査） 

                                                   
54 http://chemical.emb.gov.ph/?attachment_id=372 

http://chemical.emb.gov.ph/?attachment_id=372
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 フィリピン DENR は 90 日以内に以下のいずれかの判断を行う。（規

則第 18 条） 

 ａ．インベントリへの当該化学物質の追加 

 ｂ．公衆の健康および環境へのリスクを評価するための追加情報の

要求 

 ｃ．化学品管理令（CCO：Chemical Control Order）の公布 

 フィリピン EMB は以下に基づき、届出された化学物質の健康およ

び環境影響をリスクベースで評価している55。 

 ・有害性の特定情報 

 ・用量反応評価 

 ・曝露評価 

 ・リスク判定 

 ・リスク管理 

【登録、届出、量の報告等】 

（試験の要求） 

以下の場合、試験が要求される（法第 9 条、規則第 22 条）。 

ａ．化学物質または混合物が健康または環境に不当なリスクを及ぼ

すと信じる理由がある場合 

ｂ．化学物質または混合物の健康及び環境影響を決定または予期す

るのにデータや実験が不十分である場合。 

ｃ．化学物質または混合物の試験がデータを得るために必要な場合。 

 また同条項によって、試験に係る化学品の製造、加工または輸入者

は、試験の費用を負担することが規定されている。 

（優先化学物質リスト） 

 優先化学物質リスト（PCL）は、公衆の健康、作業場及び環境に潜在

的に不当なリスクを呈するとフィリピン EMB が判断した既存及び新

規化学物質のリストである56。 

フィリピン DENR は PCL を随時更新する権限を有し、使用、製造

等による公衆及び環境のリスクを評価するために、必要に応じて試験

を要求することができる（法第 19 条）。 

 PCL 収載の化学物質を輸入・使用・製造する者は、PCL 遵守証明書

をフィリピン DENR より取得しなければならない。更新は 1 年毎であ

る。申請の要件として以下のようなものがある（EMB 覚書通達 2007

                                                   
55 化学物質国際対応ネットワーク主催「東南アジア（フィリピン）における化学物質管理政策最新動向

セミナー（2018 年 2 月 22 日）」の発表内資料に基づく。 
56 http://chemical.emb.gov.ph/?page_id=52 

http://chemical.emb.gov.ph/?page_id=52
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年第 23 号、2014 年第 3 号等）。 

 ・年次報告（年間の平均製造・輸入数量を含む） 

 ・輸入データのサマリー（輸入者） 

 ・顧客／使用者リスト 

 ・セルフモニタリング報告書（使用・製造者） 

 ・地下水／表流水のモニタリング結果（使用・製造者） 

 ・有害廃棄物発生施設の DENR 特定番号 

・化学物質の使用や排出に伴うリスク等に係る知識を有する証明 

・化学物質管理計画・緊急時対応計画 

・MSDS／SDS 

・管理・プロセスのフローチャート 等 

（化学品管理令） 

化学品管理令は、使用、保管、輸送、加工、製造、輸入または輸出に

より公衆の健康または環境に対して不当なリスクまたは有害性をもた

らすとフィリピン EMB が判断した新規化学物質または優先化学物質

について、使用、製造、輸入、輸送、加工、保管、保有または販売を、

禁止、制限または規制するものである（法第 20 条）。 

規制として、段階的廃止や代替が課される場合もある57。 

 CCOに共通する要件としては以下のようなものがある 57。 

 ・登録及び輸入許可証の取得 

 ・産業用途への限定（輸入及び製造の段階的廃止、使用及び施設の段

階的代替） 

 ・年次報告の提出（生産・管理情報、被曝労働者の数及び分類・曝露

時間、発生する廃棄物及び保管・処理・廃棄に係る情報等を含む） 

 ・ラベル表示に係る要件 

 ・保管に係る要件 

 ・処理・処分に係る要件 

 ・自己監査 

 ・報告及び記録管理に係る要件  

CCO の対象物質は、産業界の需要、健康及び環境リスク、批准する

国際及び地域の条約、フィリピン EMB の管理能力やリソースを考慮

して決定される 57。 

【分類・表示・SDS】 

GHS の実施を目的として 8 省庁合同の委員会が設置されている。各

省庁の役割が整理され、フィリピン DENR は工業化学品の GHS 施行

                                                   
57 http://chemical.emb.gov.ph/?page_id=44 

http://chemical.emb.gov.ph/?page_id=44
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に係る施策、指針の策定等を担うことが確認された（合同行政命令

2009 年第 1 号）。 

（GHS 分類の実施） 

フィリピン EMB は GHS の実施に係るスケジュールとして以下を

示している。 

施行 対象物質 

2016 年 １．CCO 及び PCL が対象とする単体及び化合物 

2017 年 ２．高生産量毒性化学物質 

2018 年 ３．国際航空運送協会（IATA）及び国際海上危険物規定

（IMDG）の危険物リスト収載物質 

2019 年 ４．混合物 

 

化学物質の輸入、製造、供給または配給に係る全ての者は、全ての適

用される工業有害化学品及び混合物に対して、GHS の下で、物理的、

または、健康及び環境への有害性の基準を満たしたラベル及び SDS を

作成し、提出することとしている（DENR 行政命令 2015 年第 9 号）。 

１．CCO 及び PCL が対象とする単体及び化合物 

 64 物質を含む初期リストが作成され、化学品の供給に係る企業が

GHS の分類基準に従って分類を行うためのマニュアルが策定され

ている。このマニュアルは GHS 第 4 版を採用している（EMB 覚書

通達 2015 年第 11 号）。 

 ２．高生産量毒性化学物質 

  年間 500 メートルトン（MT）以上、製造、輸入、配給、使用、保

管または輸送される全ての毒性のある高生産量化学物質（HVCs）に

ついて評価を行い、有害性が特定及び分類され、GHS の有害性基準

に則り区分された全ての化学品が、HVC リストに収載された。物質

数は 232 物質である。これらの物質についても、上記の行政命令及

び覚書通達の要件を満たすことが企業には求められる（EMB 覚書通

達 2017 年第 10 号）。 

規制物質リスト  規制物質リストとして、優先化学品リスト（PCL）及び化学品管理令

（CCO）が規定されている。 

・優先化学品リスト（PCL） 

優先化学物質リスト（PCL）収載物質 は、現在、48 物質・カテゴ

リー58である。 

                                                   
58 http://chemical.emb.gov.ph/wp-content/uploads/2017/03/DAO-2005-27-PCL-List.pdf 

http://chemical.emb.gov.ph/wp-content/uploads/2017/03/DAO-2005-27-PCL-List.pdf
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・化学品管理令（CCO） 

現在の対象物質は以下である。 

・水銀及びその化合物（DAO 1997-38）59 

・シアン化物及びその化合物（DAO 1997-39）60 

・アスベスト（DAO 2000-02）61 

・オゾン層破壊物質（DAO 2013-25）62 

・PCB（DAO 2004-01)63 

・鉛及びその化合物（DAO 2013-24）64 

 

（２）その他 

 製造や使用面からの化学物質の管理に係る法令、または関連する下位規定を有する法律

として、以下のようなものがある。 

・フィリピン共和国労働規約（1974 年大統領令第 442 号）65、労働安全衛生基準66 

・食品・医薬品・化粧品法（共和国法律第 3720 号）67 

・有害化学物質の表示、販売、流通を規制する権限を保健省に与える大統領令第 881 号68 

・肥料農薬庁を創設および肥料産業庁を廃止する大統領令第 1144 号69及び施行規則70 

・包括的危険薬物法（共和国法律第 9165 号）71及び施行規則72 

 

また、GHS の実施に係る法令、または関連する下位規定を有する法律として、以下のよ

うなものがある。 

・職場での化学物質安全プログラムにおける世界調和システム（GHS）の実施のためのガ

                                                   
59 http://chemical.emb.gov.ph/wp-content/uploads/2017/03/DAO-1997-38-CCO-

Mercury.pdf 
60 http://chemical.emb.gov.ph/wp-content/uploads/2017/03/DAO-1997-39-CCO-

Cyanide.pdf 
61 http://chemical.emb.gov.ph/wp-content/uploads/2017/03/DAO-2000-02-CCO-

Asbestos-1.pdf 
62 http://chemical.emb.gov.ph/wp-content/uploads/2017/03/DAO-2013-25-CCO-ODS-

Revision.pdf 
63 http://chemical.emb.gov.ph/wp-content/uploads/2017/03/DAO-2004-01-CCO-PCB.pdf 
64 http://chemical.emb.gov.ph/wp-content/uploads/2017/03/DAO-2013-24-CCO-Lead.pdf 
65 http://bwc.dole.gov.ph/images/Downloads/LaborCodeofthePhilippines2017.pdf 
66 http://www.oshc.dole.gov.ph/images/Files/OSH%20Standards%202017%202.pdf 
67 https://ww2.fda.gov.ph/attachments/article/29032/RA%203720.pdf 
68 https://ww2.fda.gov.ph/attachments/article/29040/PD%20881%20-%20Household%20

Hazardous%20Act.pdf 
69 http://fpa.da.gov.ph/index.php/policies-laws-and-regulations/presidential-decree-no-

1144 
70 http://fpa.da.gov.ph/index.php/policies-laws-and-regulations/implementing-rules-

regulations-irr 
71 http://pdea.gov.ph/images/Laws/RA9165_dnd.pdf 
72 http://pdea.gov.ph/images/Laws/IRROFRA9165.pdf 

http://chemical.emb.gov.ph/wp-content/uploads/2017/03/DAO-1997-38-CCO-Mercury.pdf
http://chemical.emb.gov.ph/wp-content/uploads/2017/03/DAO-1997-38-CCO-Mercury.pdf
http://chemical.emb.gov.ph/wp-content/uploads/2017/03/DAO-1997-39-CCO-Cyanide.pdf
http://chemical.emb.gov.ph/wp-content/uploads/2017/03/DAO-1997-39-CCO-Cyanide.pdf
http://chemical.emb.gov.ph/wp-content/uploads/2017/03/DAO-2000-02-CCO-Asbestos-1.pdf
http://chemical.emb.gov.ph/wp-content/uploads/2017/03/DAO-2000-02-CCO-Asbestos-1.pdf
http://chemical.emb.gov.ph/wp-content/uploads/2017/03/DAO-2013-25-CCO-ODS-Revision.pdf
http://chemical.emb.gov.ph/wp-content/uploads/2017/03/DAO-2013-25-CCO-ODS-Revision.pdf
http://chemical.emb.gov.ph/wp-content/uploads/2017/03/DAO-2004-01-CCO-PCB.pdf
http://chemical.emb.gov.ph/wp-content/uploads/2017/03/DAO-2013-24-CCO-Lead.pdf
http://bwc.dole.gov.ph/images/Downloads/LaborCodeofthePhilippines2017.pdf
http://www.oshc.dole.gov.ph/images/Files/OSH%20Standards%202017%202.pdf
https://ww2.fda.gov.ph/attachments/article/29032/RA%203720.pdf
https://ww2.fda.gov.ph/attachments/article/29040/PD%20881%20-%20Household%20Hazardous%20Act.pdf
https://ww2.fda.gov.ph/attachments/article/29040/PD%20881%20-%20Household%20Hazardous%20Act.pdf
http://fpa.da.gov.ph/index.php/policies-laws-and-regulations/presidential-decree-no-1144
http://fpa.da.gov.ph/index.php/policies-laws-and-regulations/presidential-decree-no-1144
http://fpa.da.gov.ph/index.php/policies-laws-and-regulations/implementing-rules-regulations-irr
http://fpa.da.gov.ph/index.php/policies-laws-and-regulations/implementing-rules-regulations-irr
http://pdea.gov.ph/images/Laws/RA9165_dnd.pdf
http://pdea.gov.ph/images/Laws/IRROFRA9165.pdf
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イドライン（労働雇用省施行規則 2014 年第 136 号）73 

 

２．６．２ 課題及び今後の政策方針・計画 

（１）新法制定や改正の動向について 

 2019 年 1 月時点で、有害物質及び有害・核廃棄物管理法の改正の動きや TitleⅡに係る新

たな施行規則等の公布は確認できなかった。 

砒素化合物（DAO 草案）74及び六価クロム（DAO 草案）75の CCO の公布が予定されて

いる。 

 また、現在、以下の規則等の草案に対してパブリック・コメントが募集されている。 

・優先化学物質リスト（PCL）の改訂案（施行規則） 

2018 年 3 月に PCL の第 3 版案が公表され、92 物質・カテゴリーが指定されている。 

・ポリマー免除規定の改定案（EMB 覚書通達）54 

・シアン化物とその化合物に係る CCO の登録及び認可要件の明確化（施行規則 1997 年第

39 号に係る EMB 覚書通達）76 

・カドミウム及びその化合物に係る CCOの草案（施行規則）77 

 

（２）リスク評価手法の導入について 

【優先化学物質リスト（PCL）】 

PCL 収載物質の選定はリスクベースで行われており、以下の有害性と曝露が考慮されて

いる78。 

有害性（一次クライテリア） 

 ・毒性（急性致死性、慢性／亜致死性毒性、催奇形性、発がん性） 

 ・難分解性（水、堆積物、土壌または大気中での半減期が 50 日を越えるもの） 

・生物蓄積性 

曝露（二次クライテリア） 

・化学物質の使用及び管理 

・生産量 

・排出割合 

・職業上の曝露 

・廃棄方法 

・規則の技術的及び経済的実行可能性 

                                                   
73 https://www.dole.gov.ph/files/DO%20136-14.pdf 
74 http://emb.gov.ph/wp-content/uploads/2016/09/CCO-for-Arsenic-Draft-4-edited.pdf 
75 http://emb.gov.ph/wp-content/uploads/2016/09/DAO-CR6-ver-4edited.pdf 
76 http://chemical.emb.gov.ph/wp-content/uploads/2018/03/MCCyanide_03_09.pdf 
77 http://chemical.emb.gov.ph/?attachment_id=436 
78 http://chemical.emb.gov.ph/?page_id=52 

https://www.dole.gov.ph/files/DO%20136-14.pdf
http://emb.gov.ph/wp-content/uploads/2016/09/CCO-for-Arsenic-Draft-4-edited.pdf
http://emb.gov.ph/wp-content/uploads/2016/09/DAO-CR6-ver-4edited.pdf
http://chemical.emb.gov.ph/wp-content/uploads/2018/03/MCCyanide_03_09.pdf
http://chemical.emb.gov.ph/?page_id=52
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（フィリピン固有の質や量に係る情報） 

 

【高生産量化学物質】 

 ばく露のポテンシャルが高いと考えられる高生産量化学物質（HVCs）について、健康及

び環境への有害性のポテンシャルを特定し、一次スクリーニングを行う際に、OECD の

Screening Information Data Set（SIDS）に基づく以下のクライテリアを採用している。

（EMB 覚書通達 2017 年第 10 号） 

 ・急性毒性 

 ・慢性毒性 

 ・発生毒性 

 ・生殖毒性 

 ・変異原性 

 ・水生生物毒性 

 ・環境運命（生物蓄積性、残留性、非分解性等） 

 

（３）国内向けデータベースの開発について 

フィリピン EMB のウェブサイトに、データの効率的な編集や保管、構築や管理の実行を

目的として PICCSのデータベースが設置されている。また、更新されたリストを毎年公表

するよう規定している（EMB 覚書通達 2014 年第 1 号）。 

 現在、データベースには、http://119.92.161.2/internal/CasREgistry.aspx よりアクセス

できる。機能として、CAS 登録番号または名前（一般名、IUPAC 命名法による名称）によ

る収載物質の検索が可能である。 

 

（４）既存化学物質インベントリの構築について 

【既存化学物質インベントリ】 

「フィリピン化学品及び化学物質インベントリ（PICCS）」を有する。 

PICSS は、国内で使用、輸入、流通、加工、製造、保管、輸出、取扱または輸送される全

ての既存化学物質のリストであり、1993 年末までに申請された物質、及び、その後に製造

または輸入の事前届出（PMPIN）及び開始届出（NOC）が提出された新規化学物質により

構成されている。 

初版は 1995 年に、それ以降は 2000 、2002 、2005 、2008、2011 及び 2013 年に更

新されており、現在 2015 年版の公開の部がデータベースで検索可能となっている。な

お、PICCS には公開の部と非公開の部がある（EMB 覚書通達 2014 年第 1 号）。 

2015 年版の収載数は、47,048 物質である 55。 

 

【国際インベントリ】 

http://119.92.161.2/internal/CasREgistry.aspx
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 フィリピンと同様の化学物質の審査手続きを有する国において管理を受けずに使用され

ている物質であり、不当なリスクをもたらさないこと明確に示す十分な情報を提出できる

場合、新規化学物質の製造及び輸入の事前届出を簡易に行うことができる。具体的には、

日本・米国・EU・オーストラリア・カナダ・韓国は、PMPIN と同等の審査手続きを有す

る国として認められており 52、国際インベントリとしての参照が可能である。 

 

２．７ タイ 

２．７．１ 主な化学物質関連法制度の概要 

タイでは、多くの法律で化学物質が規制されているが、有害性を有するものについては

有害物質法で基本的に規制されている。ここでは、有害物質法の内容を主に整理する。 

 

（１）仏暦 2535年（1992年）有害物質法（2008年最終改正） 

 

表２．７．１ 有害物質法の概要 

化学物質の定義 化学物質は定義されていない（欄外注参照）。 

有害物質とは、以下の物質を指すとされている（法第 4 条）：爆発物、

可燃物、酸化剤及び過酸化物、毒性物質、感染性物質、放射性物質、変

異原性物質、腐食性物質、刺激性物質、及び化学物質であるかそれ以外

であるかを問わず、人、動物、植物、財産に危険を及ぼす他の物質 

除外物質 本法において、除外物質は規定されていない。 

所管官庁 タイ工業省、同農業・協同組合省、同厚生省、同エネルギー省、同科学

技術省、同天然資源環境省、同運輸省、同国防省、同内務省（法第 5 条） 

対象有害性 化学物質の定義の項の有害物質を参照のこと。 

主な規制内容 【既存化学物質の登録等】 

【新規化学物質の審査等】 

本法では、いずれの制度も現行では規定されていないが、第 5.6 表の

制定（下の規制物質リストの項参照）は、該当物質の事前届出の形で事

実上既存物質の登録を行わせる目的と考えられる。 

【登録、届出、量の報告等】 

以下のとおり、有害物質の種類に応じ、登録、許可等が必要であり、

申請や報告の際に有害性や量の情報の提出が求められる。 

なお、以下の記載のうち、法以外の規定内容（届出等の事項等）は、

タイ工場局の所管する有害物質に対する規定である。また、※を付した

事項は分析及び研究開発用途で 1kg 未満の有害物質（第 5.1 表及び第

5．4 表、第 5.5 表（化学兵器））の輸出入・所有については適用除外さ

れる （告示 K、同告示の書式による事前届出を要す）。 
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(1) 第 1 種有害物質。所定の基準・方法に従い、製造、輸入、輸出、所

有： 

・法第 36 条の登録（第 2 種の項参照）は、不要； 

・製造業者、輸入業者、輸出業者、所有者の事前届出：名称、商標

名、主成分組成、量、収納容器等（告示 A 第 2 条）。第 5.6 表（下

の規制物質リストの項参照。全て第 1 種に該当。）の有害物質が

1000kg/年を超える製造業者、輸入業者は、別途さらに GHS 分類

（ある場合）や物理化学的性状、毒性等の情報を 1 回事前届出（告

示 H）； 

・輸入業者、輸出業者の輸出入申告；事前届出と同様の内容に加え、

さらに製造業者名、製造国名、保管施設、輸送手段等（告示 B 第 3

条）。第 5.6 表の有害物質については、適用除外（告示 I）； 

・製造業者、輸入業者、輸出業者、所有者の実績届出（半期毎）：

特定物質（告示 B に掲げる物質のみ対象）の名称、商標名、主成分

組成、製造・輸入・輸出・所有量、販売量、販売先、業務使用目的

による購入者に関する事実等（同告示第 4 条）。第 5.6 表の有害物

質について製造業者、輸入業者、輸出業者は、適用除外（告示 I）； 

・法第 20 条に基づき定められた規定に従って、保管、輸送、廃棄

等。 

(2) 第 2 種有害物質。係官に届出の上、所定の基準・方法に従い、製造、

輸入、輸出、所有： 

・製造、輸入の登録（法第 36 条）※。届出には登録が必要：安全

性情報（MSDS/SDS）、分析報告書等添付（告示 C 第 2 条、第 3

条）。ただし、特定物質（告示 D、3 物質）の場合及び、他法令で管

理される場合ならびに小売のための合計 1000kg未満の所有（製造

には梱包も含まれる）等の場合（告示 E 第 3～6 条）は免除； 

・製造業者、輸入業者、輸出業者、所有者の事前届出（法第 22 条）

※：登録書の写し添付の他、第 1 種と同様の事項（告示 F）； 

・輸入業者、輸出業者の輸出入申告（第 1 種と同様）； 

・製造業者、輸入業者、輸出業者、所有者の年次届出：有害物質の

種類、量、数、有害物質の受取人の氏名、有害物質の所有在庫リス

ト等（告示 A 第 3 条）； 

・製造業者、輸入業者、輸出業者、所有者の実績届出(半期毎) （第

1 種と同様）； 

・法第 20 条に基づき定められた規定に従って、貯蔵、表示、輸送、

廃棄等。 
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(3) 第 3 種有害物質。許可書を取得の上、製造、輸入、輸出、所有： 

・製造、輸入の事前登録（第 2 種と同様） ※。許可書発行には登

録が必要； 

・製造、輸入、輸出、所有は許可が必要（法第 23 条） ※安全性情

（MSDS/SDS）等添付（省令第 1 条）。有効期間が 3 ヶ月超の場合、

事業所に掲示（代用書可）（法第 31 条）； 

・製造業者、輸入業者、輸出業者、所有者の事前届出（第 2 種と同

様）； 

・輸入業者、輸出業者の輸出入申告（第 1 種と同様）； 

・製造業者、輸入業者、輸出業者、所有者の年次届出（第 2 種と同

様）； 

・製造業者、輸入業者、輸出業者、所有者の実績届出（半期毎）（第

1 種と同様）； 

・法第 20 条に基づき定められた規定に従って、貯蔵、表示、輸送、

廃棄等。 

(4) 第 4 種有害物質。人、動物、植物、財産、環境への危険を予防、軽

減するために、製造、輸入、輸出、所有禁止： 

・分析基準物質としての輸入、所有は許可書を取得すれば可能（告

示 G）。 

【分類・表示・SDS】 

第 2 種・第 3 種有害物質の登録に当たっては、指定の様式あるいは

ISO 11014-1またはGHSの使用によるMSDS/SDSの提出が必要であ

る（告示 C）。 

また、有害物質（化学廃棄物及び使用済み電気・電子機器を除く物質、

混合物）の製造者・輸入者は、GHS にそった分類を行ったうえで、表

示、SDS を作成する必要がある（告示 J）。 

規制物質リスト 規制物質リストとして、有害物質リスト（工業省告示、件名：有害物

質リスト、仏暦 2556 年（2013 年）。2017 年最終改正（第 4 版））が規

定されている。 

同リストについては、有害物質委員会の意見に基づき、有害物質の名

称又は性質、有害物質の種類、禁止期間、有害物質の管理責任機関を、

工業大臣が官報で告示する（法第 18 条）。 

第 1 種から第 4 種までに分類され、種類により規制内容が異なる（法

第 18 条、上記「主な規制内容」の項参照）。ただし、種類と有害性の

程度との関係は明確ではない。なお、一物質に対し管理責任機関は一つ

とは限らず、また、管理責任機関によって種類は異なりうる。 
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全体で約 1600 項目の、規制物質（群）、規制製品群、化学廃棄物、使

用済み電気電子機器、化学兵器等（後 3 種類は、タイ工場局所管（第 5

表）のみ）が掲げられている。 

第 5.6 表（タイ工場局所管、第 2 版（2015 年）で設定）に、「性質に

よって規制される物質群」として以下の 10 項目が掲げられた（全て第

1 種）：爆発物、可燃物、酸化剤あるいは過酸化物、毒性物質、変異原

物質、腐食性物質、刺激性物質、発がん物質、生殖器官に毒性を呈する

物質、環境有害性物質。 

適用条件として、製造又は輸入に関し他に管理責任機関のない物質や

混合物であること、タイ工業省の規定する基準及び方法に適合するも

のとされているが、後者はまだ規定されていない。 

注．有害物質法には化学物質の定義はないが、告示 H では「単一物質（Substance）」が

「安定性を保持する目的の添加物や使用された工程から発生する不純物を含む、自然

状態あるいは全ての加工工程から得られた、化学元素及び化合物を意味する、ただし、

分離してもその物質の安定性や組成が変化しない溶媒は含まない。」と定義されている。 

 

・上表中に引用した下位規定 

省令： 工業省令仏暦 2537 年（1994 年）（仏暦 2535 年（1992 年）有害物質法に基づ

き発布） 

告示 A： 工業省告示、件名：工場局の所管に属する有害物質の製造業者、輸入業者、輸

出業者、所有者の量の届出の基準、仏暦 2538 年（1995 年） 

告示 B： 工業省告示、件名：工場局の所管に属する有害物質の製造業者、輸入業者、輸

出業者、所有者の事実の届出、仏暦 2547 年（2004 年） 

告示 C： 工業省告示、件名：工場局の所管に属する有害物質の登録、登録書の発行及び

更新、仏暦 2552 年（2009 年） 

告示 D： 工業省告示、件名：製造工程及び性質により危険を生じると考えられる有害物

質リストの規定、仏暦 2543 年（2000 年） 

告示 E： 工業省告示、件名：工場局の所管に属する有害物質の取扱いの届出、許可申請、

登録に関する仏暦 2535 年（1992 年）有害物質法に基づく実施の免除、仏暦

2546 年（2003 年） 

告示 F: 工場局告示、件名：工場局の所管に属する第 2 種有害物質の取扱いの届出書の

提出、届出受理書の発行、更新申請の提出及び届出受理書の更新に関する基準

及び手続き、仏暦 2551 年（2008 年） 

告示 G： 工業省告示、件名：研究室での分析基準物質として使用するための工場局が所

管する第 4 種有害物質の輸入又は所有の基準、仏暦 2556 年（2013 年） 

告示 H： 工業省告示、件名：工場局の所管に属する第 5.6 表の有害物質の製造・輸入届
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出、仏暦 2558 年（2015 年）;2015 年 2 月 19 日官報掲載、翌日施行 

告示 I： 工業省告示、件名：工場局の所管に属する第 5.6 表の有害物質に関する仏暦

2535 年有害物質法の適用除外、仏暦 2558 年（2015 年） 

告示 J： 工業省告示、件名：有害物質の危険有害性の分類及び伝達システム、仏暦 2555

年（2012 年） 

告示 K： 工業省告示、件名：分析及び研究開発に使用される工場局所管の有害物質に関

する仏暦 2535 年有害物質法からの除外、仏暦 2559 年（2016 年）; 2017 年 1

月 12 日官報掲載、翌日施行 

 

（２）その他 

有害物質を規制する法令としては、有害物質法の他に、武器規制法、医薬品法、食品法、

肥料法、物品輸出入法などがある。 

なお、タイ工業省所管の工場法では、操業開始時等に、原材料とその年間使用量、仕入

先、製品とその年間生産量、供給先等を届け出ることとされている。 

また、タイでは JICA の技術協力プロジェクトとして「環境汚染物質排出移動量登録制

度（PRTR 制度）構築プロジェクト」が 2011 年～2016 年に実施された79。当該プロジェク

トにおいて、ラヨーン県を対象とした PRTR のパイロットプロジェクトが実施された。当

該プロジェクト終了後、タイ政府においてサムットプラカーン県等他県にも対象を広げつ

つ継続的にパイロットプロジェクトが実施され、法制化の検討も行われている。 

 

２．７．２ 課題及び今後の政策方針・計画 

（１）新法（下位法含む）制定や改正の動向 

有害物質法の改正案80に関するパブリック・コメントが、2018 年 12 月 14 日までの 15

日間実施され、89 件の意見提出があった81。 

改正提案は部分的で、主な事項として用語の定義の修正や有害物質登録期間の延長（6 年

間→10 年間）が挙げられる。 

 

（２）リスク評価手法の導入状況 

タイ工場局は、（４）に述べる既存化学物質インベントリを作成後、高懸念物質（SVHC）

を指定し、関係する事業者にそのリスク評価報告書を提出させることを想定している。 

既存化学物質インベントリに収載されていない物質（新規物質）については、有害物質

                                                   
79 https://www.jica.go.jp/project/english/thailand/013/ 
80 https://www.senate.go.th/assets/portals/1/files/promote/29112561.pdf 
81 https://www.senate.go.th/view/1/การรับฟังความคดิเห็นร่างพระราชบัญญตั/ิTH-TH > 

ร่างพระราชบัญญัตซิึ่งคณะรัฐมนตร ีเป็นผู้เสนอ > ร่างพระราชบัญญตัิวตัถุอนัตราย (ฉบับที ่..) 

พ.ศ. .... ปิดรับฟังความคดิเห็น 14 ธ.ค.2561)  
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リスト第 5.6 表に該当するものはその届出情報を元に高懸念物質（SVHC）に該当するかを

規制当局が検討し、指定されれば既存物質と同様に関係する事業者にリスク評価報告書を

提出させ、第 5.6 表に該当しない物質及び該当して届出されても SVHC とされなかった物

質については、事業者に簡易なリスク評価書を提出させることが想定されている。 

そして、SVHC とされた物質（既存、新規）については、リスク評価結果に基づき、有

害物質の種類（第 1 種～第 4 種）を規制当局により検討することが想定されている。また、

リスク評価結果は公開することが想定されている。 

既存化学物質に関し、タイ工場局は、化学物質の分類とデータベース構築に関するセミ

ナー （2018 年 8 月 27 日）の中で分類案を公表した。これは、GHS 分類と量（10t が閾）

等の情報をもとに、規制当局が低懸念物質と一般物質に分類し、さらに後者を懸念物質と高

懸念物質に分類するとするものである。高懸念物質はリスク評価を実施する優先リストに

掲載され、その結果により有害物質に指定するとしている。 

「今後の化学物質及び有害物質管理計画」（開発プロジェクトの報告）（2018 年 8 月 7 日

の公聴会で報告）82の中では、リスク評価の構築は 2019～2021 年の間の実施事項に位置づ

けられている（同方針は 2019～2026 年の 8 年間が対象） 。 

 

（３）国内向けデータベースの開発状況 

有害物質法第 17 条に、タイ工業省に有害物質情報センターを設置し、このセンターが、

「海外における有害物質の存在や輸入、国内生産、輸送、使用、破壊その他これらに関連す

る情報を、官民から収集し、提供する」と規定されている。これがデータベースとその提供

にあたると考えられるが、現在までのところ未設置である。 

「今後の化学物質及び有害物質管理計画」（開発プロジェクトの報告）（2018 年 8 月 7 日

の公聴会で報告）の中では、データベースの構築は 4 つの戦略（施策の柱）のうちの 1 つに

位置づけられている。 

 

（４）既存化学物質インベントリの構築状況 

【国家化学物質インベントリ】 

タイ工場局は、2016 年末までの情報を元に既存化学物質インベントリを作成する予定で

あったが、2019 年 1 月現在公表されていないようである。 

なお、2016 年秋以降、「暫定版タイ国既存化学物質インベントリ」と称するウェブページ

83が公表されており、有害物質の検索が可能である。CAS登録番号に加え製品名での検索も

用意されている。 

 

                                                   
82 http://oaep.diw.go.th/haz/?p=1783 及び http://www.bolliger-

company.com/seminar/seminar_detail.php?id=136 
83 http://haz3.diw.go.th/invhaz/jsp/mainsys.jsp 

http://oaep.diw.go.th/haz/?p=1783
http://www.bolliger-company.com/seminar/seminar_detail.php?id=136
http://www.bolliger-company.com/seminar/seminar_detail.php?id=136
http://haz3.diw.go.th/invhaz/jsp/mainsys.jsp
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【国際化学物質インベントリ】 

国際インベントリに関する規定は特には見当たらなかった。 

 

２．８ ベトナム 

２．８．１ 化学物質管理制度の現状 

 ベトナムにおける化学物質管理はベトナム商工省化学品庁が所管する化学品法（法律

No.06/2007/QH12）に規定されている。化学品法では生産・取引の許可、製造輸入の申告、

新規化学品の審査、事故対応など幅広く化学物質管理が規定されている。 

 

（１）化学品法 

 

表２．８．１ 化学品法（法律 No.06/2007/QH12）の概要 

化学物質の定義 化学品とは、天然もしくは人工の材料から人為的に採取または製造

された、元素、化合物または混合物を意味する（法第 4 条）と定義さ

れている。 

また、物質とは、加工工程から発生する不純物や物理的・化学的性質

を安定させる目的の添加物を含む、元素及び化合物を意味する、ただ

し、分離してもそのものの性質が変化しない溶媒は含まないもの（法第

4 条）と定義されている。 

除外物質 放射性物質及び放射性廃棄物に関係する活動は本法の対象外である

（法第 3 条）。 

所管官庁 ベトナム商工省化学品庁 

対象有害性 本法で対象とする有害性として、以下の性質を持つものは、危険化学

品と定義される（法第 4 条）。各性質の定義は GHS の分類原則による：

爆発性、高酸化性、高腐食性、可燃性、急性毒性、慢性毒性、人刺激性、

発がん性又は発がんの可能性、変異原性、生殖毒性、生物蓄積性、難分

解性有機汚染物質、環境毒性。 

以上の規定は GHS 分類と整合していないが、政令（No. 113/2017/ 

NĐ-CP）第 23 条において、化学品の分類は、改訂第 2 版以降の GHS

分類に基づき実施されることとなっている（物理化学危険性 16 分類、

ヒト健康有害性 12 分類、環境有害性 2 分類）。 

危険化学品のうち、上掲の急性毒性以下の性質のうちのひとつ（つま

りヒト健康有害性または環境有害性）を有するものは、毒性化学品と定

義される（法第 4 条）。 

主な規制内容 【既存化学物質の登録等】 

 ベトナム商工省が主体となり、関連省庁と連携し、国家化学物質イン
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ベントリを作成し、承認のために政府に提出することとなっている（法

第 63 条）が、企業からの登録を含む具体的な作成の手続きは定められ

ていない（同インベントリの作成状況等については、２．８．２（４）

も参照のこと。）。 

【新規化学物質の審査等】 

化学品法は第 44 条で、国家化学物質インベントリ及びベトナム政府

によって認められた国際化学物質インベントリに未掲載の物質（新規

化学品）の登録制度を規定しているが、両インベントリはまだ作成され

ておらず、また詳細な要件、手続き等が定められていないことから、制

度は実施されていない。 

新規化学品の登録の際には、a)新規化学品登録申請書、b)新規化学品

の名称（IUPAC 名）及び化学式、c)化学品の物理化学的性質及び危険

性についての情報をベトナム商工省に提出することとされている（法

第 44 条）が、具体的には定められていない。 

科学的研究または社会秩序・安全のために取り扱われる新規化学品

の登録の際には上記 c)の提出は不要とされている。ただし、当該化学

品の使用目的及び時期についての情報の提出が求められている。 

ベトナム商工省が新規化学品の登録（法第 44 条）及び新規化学品評

価機関に係る規定の作成及び指定（法第 45 条）を行うことになってい

るが、上記同様、未整備の状況である。 

【登録、届出、量の報告等】 

対象化学品を指定して、以下の規制を実施している： 

・製造・取引の商工省による許可 （制限化学品）（法第 15～18 条） (A), 

(S)； 

・製造・取引の地方（省・市）の商工局による認証 （条件付化学品）

（法第 14 条）(A),(S)； 

・限定的な製造・輸入・使用の商工省による許可（禁止化学品）（法第

19 条） (S)； 

・輸入・製造の申告（申告を要する化学品）（法第 43 条） (A),(A1),(D),(S)； 

・売買管理票の作成・交付・保管（毒性化学品）（法第 23 条）； 

・化学品事故防止・対応計画の商工省（審査委員会）による承認（化学

品事故防止・対応計画を作成しなければならない危険化学品）（法第

36～42 条）； 

 (A)量の報告を含む年 1 回の実績報告について、国家化学物質データベ

ース（NCDBS）を通じた年次報告（政令第 36 条。様式は通達で規

定）にて行うことが必要。なお、使用量の報告の際には、用途分類（化
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審法スクリーニング評価に用いる用途分類と同じ内容）の報告も必

要。 

(A1)輸入の申告の際には、ナショナル・シングル・ウィンドウ（NSW）

を通じた輸入ごとの輸入量の報告が必要。ただし、以下の場合は免除

される。 

・安全保障・国防及び自然災害や感染症緊急時への対応のために製

造・輸入される化学品 

・製造・輸入が許可された麻薬や工業用前駆体、工業用爆発物質 

・10kg/回以下の輸入（制限化学品は除く） 

・許可された医薬品原料、許可された植物防疫薬 

(D)申請にあたり、物質名や量、製造目的・用途や仕入先、製造・使用場

所の情報の提出が必要 

(S)申請にあたり SDSの提出が必要（禁止化学品は使用のみ）。 

【分類・表示・SDS】 

化学品を製造・輸入する場合、分類・表示が必要である（法第 27 条）。

詳細は、政令 No. 113/2017/ND-CP 及び通達 No.32/2017/TT-BCT で、

GHS に基づく基準が規定されている。なお、改訂第 2 版以降の GHS

分類に従うこととされている。 

また、危険化学品を製造・輸入する場合、SDS の作成・提供が必要

である（法第 29 条）。SDS 作成の要領は、通達 No. 32/2017/TT-BCT

に規定されている。 

規制物質リスト 主なリストとして、以下が制定されている： 

・制限化学品（政令 No. 117/2017/ND-CP 附属書 2） ：217 物質（ロ

ッテルダム条約、ストックホルム条約で規制されている物質から選定

及び GHS分類で急性毒性、発がん性、生殖毒性、生殖細胞変異原性

の区分 1 に該当する物質） 

・条件付化学品リスト政令（No. 117/2017/ND-CP 附属書 1）：819 物

質（GHS分類で物理的危険性、急性毒性（区分 2、3）、刺激性等（区

分 1、2）、発がん性等（区分 2）、環境有害性（区分 1）に該当する物

質（制限化学品に該当する物質を除く）） 

・禁止化学品（政令 No. 117/2017/ND-CP 附属書 3）：18 物質（化学兵

器禁止条約のスケジュール 1 の物質等） 

・化学品事故防止・対応計画を作成しなければならない危険化学品（政

令 No. 117/2017/ND-CP 附属書 4）：271 物質（セベソ III 指令で規

制されている物質から選定） 

・申告を要する化学品（政令 No. 117/2017/ND-CP 附属書 5）：1,156
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物質（制限化学品、条件付化学品に該当する物質等） 

・売買管理票を要する毒性化学品：（ヒト健康有害性または環境有害性

に該当する物質（物質リストなし）） 

 

（２）その他 

環境保護法（2014 年改正）（No. 55/2014/QH13）では、化学物質管理に関連して以下の

規定がある。なお、化学物質や毒性に関しての特段の定義はない。 

毒性、残留性の高い化学物質、農薬、動物用医薬品が、環境中に拡散し、蓄積され

ると環境と人間の健康に悪影響を及ぼすことから、法律の規定に従ってその登録

と物品管理、監視、情報管理、評価、リスク管理及び処理が行われなければならな

い。詳細は、天然資源環境大臣の主導の下、商工大臣と農業農村開発大臣が協力し

て規定する（第 78 条）。 

また、輸入が禁止される原料、燃料、物資、化学物質、商品を規定した輸入禁止品リスト

が規定されている（第 75 条）。 

 

その他、製造や使用面からの化学物質管理は、労働安全衛生法（法 No. 84/2015/QH13、

2015 年 6 月成立）、改正植物防護・防疫法（法 41/2013/QH13、2015 年 1 月施行）、食品衛

生安全法（添加物リストを規定）などに基づき行われている。 

 

２．８．２ 課題及び今後の政策方針・計画84 

（１）新法制定や改正の動向について 

化学品法は、施行（2009 年 7 月）後の約 10 年間を通じ多くの課題が明らかとなってき

ていることから、ベトナム化学品庁は化学品法改正に向けた検討を開始しようとしている

ところである。 

また、2014 年改正環境保護法の有害化学物質の情報登録、環境リスク評価に関する条項

（第 78 条）に基づき、ベトナム天然資源環境省において PRTR 制度設計、実施についての

検討が進められている。同省は UNDP の支援を得て「Vietnam POPS and Sound Harmful 

Chemicals Management Project」を実施しており、そのなかでベトナム南部 Binh Duong

省を対象としたパイロット調査を行うこととなっている85。 

 

（２）リスク評価手法の導入について 

 ベトナムでは 2015 年 4 月～2019 年 3 月にかけて JICA プロジェクトとしてベトナム化

                                                   
84 本節の記載事項は、ワークショップ、政策対話等における日本－ベトナムの二国間対話

等で得られた情報に基づく。 
85 https://www.thegef.org/project/vietnam-pops-and-sound-harmful-chemicals-

management-project  

https://www.thegef.org/project/vietnam-pops-and-sound-harmful-chemicals-management-project
https://www.thegef.org/project/vietnam-pops-and-sound-harmful-chemicals-management-project
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学品庁をカウンターパート機関とした『化学物質管理強化プロジェクト』が実施されており、

同プロジェクトでは化学物質のリスク評価を取り入れた、工業化学物質管理制度の導入を

目標としている86。当該プロジェクトでは、化審法スクリーニング評価手法を参考にしたス

クリーニング評価手法の導入・実施が検討された。ここで検討された手法は、国家化学物質

データベース（（３）参照）に収載される輸入申告及び年次報告に基づき企業から提出され

た製造・輸入量及び日本・欧州の GHS 分類結果を用いたベトナム化学品庁による優先順位

付けである。ただし、政令 No. 113/2017/ND-CP 及び通達 No.32/2017/TT-BCT に基づく輸

入申告情報及び年次報告情報に基づき、1 年間の製造・輸入数量が収集・整理されるのは

2019 年以降となるため、今後、具体的な検討が進むものと考えられる。 

 

（３）国内向けデータベースの開発について 

 上記プロジェクトの成果の一つとして、国家化学物質データベースが開発され、2018 年

7 月末から同データベース（URL: http://chemicaldata.gov.vn/cms.xc）の運用が開始されて

いる87。 

 同データベースの基本的な機能として、以下のものが搭載されている。 

 全ユーザ向け：物質情報検索、化学品法令検索・ダウンロード 

 企業ユーザ向け（要登録）：年次報告作成・提出 

 政府機関ユーザ向け：企業情報・提出報告閲覧、データ集計、事故関連情報閲覧 

 管理者向け：ユーザ等設定、物質情報登録等 

 

 物質情報としては、識別情報（物質名、CAS登録番号）、インベントリ情報（国家化学物

質インベントリ（ドラフト）及び日本（化審法）、米国、欧州の既存化学物質リスト）、規制

情報（化学品法）、GHS分類結果（日本及び欧州の分類結果を参照）が収載されている。 

 また、輸入量についてはナショナル・シングル・ウィンドウ（NSW）を通じて申告され

る化学物質のデータが、製造量等については同データベースを通じた年次報告のデータが

データベース内に蓄積されるようになっている。 

 

（４）既存化学物質インベントリの構築について 

【既存化学物質インベントリ】 

 上記プロジェクトの成果の一つとして、国家化学物質インベントリドラフト第 3 版が

2018 年 9 月に公表された88。ドラフト第 3 版公表までには、ベトナム国内の化学物質の製

                                                   
86 JICA ナレッジサイト（http://gwweb.jica.go.jp/KM/KM_Frame.nsf/NaviIndex?OpenN

avigator）におけるプロジェクト基本情報を参照とした。 
87 

http://vinachemia.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&category_id=43&id=4381  
88 

http://vinachemia.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&category_id=43&id=4386  

http://chemicaldata.gov.vn/cms.xc
http://vinachemia.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&category_id=43&id=4381
http://vinachemia.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&category_id=43&id=4386
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造・輸入業者を対象とした工業化学物質実態調査及び当該調査結果に基づき作成されたド

ラフトに対するパブリック・コメント等を通じた追加情報収集が 2 回行われた。ドラフト

第 3 版の公表以降に提出された追加情報をもとに、ベトナム化学品庁ではドラフト第 4 版

の 2019 年初旬を目途とした公表の準備を進めている。ベトナム化学品庁では当該ドラフト

第 4 版をもとに 2019 年には正式な国家化学物質インベントリの承認手続きを開始する予

定である。それと同時に、今後のインベントリ更新ルールの準備も開始する予定である。更

新ルールには、インベントリには収載されていないが海外で使われている物質の扱い、除外

規定、CBI 等も記載される予定であるが、現時点では未定である。 

 

【国際化学物質インベントリ】 

 化学品法においては新規化学品の特定は国家化学物質インベントリ及びベトナム政府に

よって承認された国際化学物質インベントリへの収載の有無によって行うこと（第 4 条第

6 項）とされているが、国際化学物質インベントリとして承認される国（インベントリ）は

まだ具体的に定められていない。 



54 

 

２．９ 各国工業化学物質規制一覧表 

 工業化学物質管理全般 GHS PRTR 

法令 所管官庁 既存化学物

質リスト 

規制物質 規制物質手続き 新規化学物質手続

き 

カンボジア 化学物質の使

用・輸入・輸出

及び販売を管理

する省令 

工業手工芸

省 

なし なし なし (輸入／使用され

たことがない化学

物質の申請の規定

あり) 

あり（4 版） 検討中 

（UNITAR

支援） 

インドネシア 2001 年政令 74

号 

環境林業省 なし 使用可能 

使用禁止 

使用制限 

登録 

禁止 

許可 

（規制物質リスト

未収載物質の届出

の規定あり） 

あり（4 版）  

ラオス 化学品法 商工省 なし 第一種 

第二種 

第三種 

第四種 

禁止 

許可 

許可 

届出 

規定あり 

（未整備） 

検討中  

マレーシア 環境有害物質届

出・登録制度

（EHSNR）* 

天然資源環

境省 

整備予定 

（ EHS 参

照リスト） 

EHS 参照 

CMR 参照 

届出 

届出 

（EHS 参照リス

ト未収載物質の届

出の規定あり） 

あり（3 版）  

ミャンマー 化学品及び関連

物質危害予防法 

工業省 整備予定 制限 

禁止 

許可、登録 

禁止 

なし あ り （ 3

版？） 

 

フィリピン 共 和 国 法 第

6969 号 

天然資源環

境省 

あり 

（PICCS） 

優先 

管理令 

許可 

許可、段階的禁止等 

あり あり（4 版）  

タイ 有害物質法 工業省 検討中 

（第5.6表） 

第一種 

第二種 

第三種 

第四種 

届出 

登録、届出 

許可、登録、届出 

禁止 

なし あり（3 版） 検討中 

（JICA 支

援） 

ベトナム 化学品法 商工省 検討中 

（ドラフト

第 3 版） 

条件付 

制限 

禁止 

申告 

危険物質 

許可 

許可 

禁止 

届出 

事故対策計画 

規定あり 

（未整備） 

あり（2 版

以降） 

検討中 

（ UNDP

支援） 

*ボランタリーベースでの制度（規制化の検討中） 
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３．二国間協力文書に基づく政策対話等の対応 

 2018 年 12 月にハノイ（ベトナム）において開催されたベトナムとの化学物質管理制度

に関する各種会合の開催支援（事前調整、進行支援、議事録作成等）を行った。開催スケジ

ュールは以下のとおり。 

日時 会合等 

2018 年 12 月 5 日（水） ワークショップ 

2018 年 12 月 7 日（金） 政策対話 

 

 なお、ベトナムとの協力活動の一環として 12 月 6 日（木）に開催された、ベトナム商

工省主催の国家化学物質データベース公開セレモニー及び JICA ベトナム国化学物質管理

強化プロジェクトの合同調整委員会にも出席し、必要な支援を行った。 

 

３．１ ワークショップ 

開催日時 2018 年 12 月 5 日（水）9:30～16:30 

開催場所 ベトナム商工省別館・第 5 会議室 

出席者 ベトナム側： 

商工省化学品庁 13 名 

日本側： 

経済産業省化学物質管理課 2 名 

製品評価技術基盤機構 2 名 

エックス都市研究所、通訳他 6 名 

議題 1. ベトナムにおける化学物質管理の最新状況 

2. 国際インベントリの重要性 

3. 国家化学物質インベントリ及び国際インベントリの策定 

4. 日本における化学物質評価制度 

5. 日本におけるリスク評価及びリスク管理 

6. ベトナムにおけるリスク管理の導入に向けた議論 

議事概要 1. ベトナムにおける化学物質管理の最新状況 

 ベトナムより、化学物質管理制度の概要、化学品法改正の予定及び国

家化学物質データベースの開発・運用状況についての説明がなされた。 

 

2. 国際インベントリの重要性 

日本より、ベトナムにおける新規化学物質評価制度の検討にあたって

の諸外国の化学物質インベントリの受入れの重要性について説明がなさ

れた。 
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3. 国家化学物質インベントリ及び国際インベントリの策定 

ベトナムより、国家化学物質インベントリの策定状況、今後の予定に

ついて説明がなされた。また、国際化学物質インベントリの導入につい

て意見交換がなされた。 

 

4. 日本における化学物質評価制度 

 日本より、化審法における新規化学物質及び既存化学物質の評価制度

の概要及び海外で既に取り扱われていた物質の新規化学物質評価の際の

試験結果の相互受け入れについて説明がなされた。 

 

5. 日本におけるリスク評価及びリスク管理 

 日本より、化審法におけるリスク評価の全体像、スクリーニング評価

手法及び AJCSD の活用について説明がなされた。 

 

6. ベトナムにおけるリスク管理の導入に向けた議論 

 過去 1 年間の活動状況の確認とともに、ベトナムにおけるリスク評価・

管理の導入に向けた今後の協力についての意見交換がなされ、政策対話

で取りまとめる議事録案に反映された。 

 

３．２ 政策対話 

開催日時 2018 年 12 月 7 日（金）9:00～11:45 

開催場所 ベトナム商工省別館・第 5 会議室 

出席者 ベトナム側： 

商工省化学品庁 10 名 

日本側： 

経済産業省化学物質管理課 3 名 

製品評価技術基盤機構 2 名 

国際協力機構 2 名 

エックス都市研究所、通訳他 6 名 

議題 1. ワークプランの進捗確認 

2. 国際化学物質インベントリの重要性 

3. 国家化学物質データベースの現状と今後の予定 

4. 議事録の確認 

議事概要 1. ワークプランの進捗確認 

 日本、ベトナム両者で、過去 1 年間の活動状況の確認がなされた。 

 

2. 国際化学物質インベントリの重要性 
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 日本より、ベトナムにおける新規化学物質評価制度の検討にあたって

の諸外国の化学物質インベントリや信頼性のある試験結果の受入れの重

要性について説明がなされた。 

 

3. 国家化学物質データベースの現状と今後の予定 

 ベトナムより、国家化学物質データベースの機能及び今後の開発・運

用の方向性について説明がなされた。 

 

4. 議事録の確認 

 日本、ベトナム両者で議事録の確認がなされ、両国代表により署名さ

れた。 
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４．AJCSD 改善・普及のための情報収集・整理及び対応方針検討 

日 ASEAN 経済産業協力委員会（AMEICC）の枠組みの下において構築され、現在運用

されている日 ASEAN 化学物質情報基盤（AJCSD）について、その更なる改善、普及を図

るための検討を行った。具体的には 2018 年 7 月にルアンパバーン（ラオス）において開催

されたAMEICC関連会合及びその準備のための国内関係者会合の開催支援（資料作成支援、

進行支援、議事録作成等）を行った。開催スケジュールは以下のとおり。 

日時 会合等 

2018 年 4 月 16 日（月） 国内関係者会合① 

2018 年 5 月 22 日（火） 国内関係者会合② 

2018 年 6 月 21 日（木） 国内関係者会合③ 

2018 年 7 月 9 日（月） AJCSD 技術ワーキンググループ（TWG） 

2018 年 7 月 10 日（火） 

7 月 11 日（水） 

AMEICC 化学産業ワーキンググループ（WG-CI） 

※7 月 9 日～11 日の会合期間中にカンボジア、ラオス、タイとのバイ会合が実施された。 

 

また、会合後に、各国に対して AJCSD への収載情報の確認、追加情報提供等の依頼を経

済産業省、製品評価技術基盤機構と相談のうえ、行った。 

 

４．１ 国内関係者会合① 

開催日時 2018 年 4 月 16 日（月）13:30～14:30 

開催場所 経済産業省第 9 会議室 

出席者 経済産業省化学物質管理課 3 名 

製品評価技術基盤機構 1 名 

日本化学工業協会 3 名 

エックス都市研究所 1 名 

主な議題 AMEICC 関連会合対応のための産業界との意見交換 

議事概要  AMEICC 関連会合で議論するための基礎資料（16 物質についての

AJCSD 収載情報の比較表）をもとに、各国の規制の程度によるグルーピ

ングの可能性について産業界と意見交換が行われた。 

 

４．２ 国内関係者会合② 

開催日時 2018 年 5 月 22 日（火）13:40～15:00 

開催場所 経済産業省第 13 会議室 

出席者 経済産業省化学物質管理課 3 名 

経済産業省素材産業課 2 名 

製品評価技術基盤機構 4 名 

日本化学工業協会 3 名 
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エックス都市研究所 4 名 

主な議題 AMEICC 関連会合対応のための産業界との意見交換 

議事概要  16物質のAJCSD収載情報の比較表に対する産業界からのコメント及

び比較表修正案をもとに、意見交換が行われた。その結果に基づき、TWG

のアジェンダ案、日本側プレゼン資料のストーリーライン及び類型化等

が検討されることになった。 

 

４．３ 国内関係者会合③ 

開催日時 2018 年 6 月 21 日（木）10:00～11:00 

開催場所 経済産業省第 13 会議室 

出席者 経済産業省化学物質管理課 4 名 

経済産業省素材産業課 1 名 

製品評価技術基盤機構 3 名 

日本化学工業協会 1 名 

エックス都市研究所 4 名 

主な議題 AMEICC 関連会合準備 

議事概要  前回までの議論をもとに作成した日本側プレゼン資料及び会合期間中

の日本側の対応（TWGサマリー作成、バイ会合の調整等）について、確

認が行われた。 

 

４．４ AJCSD 技術ワーキンググループ（TWG） 

開催日時 2018 年 7 月 9 日（月）9:00～13:00 

開催場所 プルマンルアンパバーンホテル 

出席者 参加国： 

カンボジア（官）、ラオス（官・学）、マレーシア（官・産）、ミャンマー

（官・産）、フィリピン（産）、シンガポール（産）、タイ（官・産）、ベト

ナム（官）、AMEICC 事務局（AOTS バンコク事務所） 

日本側参加者： 

経済産業省化学物質管理課 3 名 

経済産業省素材産業課 2 名 

製品評価技術基盤機構 3 名 

日本化学工業協会 2 名 

エックス都市研究所 2 名 

主な議題 1. AJCSD の最近の開発状況 

2. ASEAN 各国の化学物質管理制度に関する協力 

3. TWG サマリーの確認 

議事概要 1. AJCSD の最近の開発状況 

 日本より、昨年度の TWG での議論概要及び最近 1 年間の AJCSD 更
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新、今後の改良の計画等について報告がなされた。また各国に更新情報

等の提供の依頼がなされた。 

 また、AJCSD 収載情報から読み取れる国による規制の程度の違いに

ついて報告がなされた。 

 その後のディスカッションでは、各国より、特に GHS に基づく規制

のハーモナイゼーションに関するコメントが出された。それらのコメン

トを受け、共同議長より、AJCSD が各国の規制の違いを明らかにし、こ

れらの情報はこれから規制を導入する国にとって有益なものとなってい

ることが確認できたと結ばれた。 

 

2. ASEAN 各国の化学物質管理制度に関する協力 

 日本より、これまでのアジア諸国との協力事業概要の紹介がなされた

後、ベトナム商工省より、日本との協力のもと実施している化学物質管

理強化プロジェクトの紹介がなされた。 

 その後のディスカッションでは、カンボジア及びラオスより協力への

関心、タイより協力の継続に関する意向が示され、個別に協議すること

となった（４．６～４．８参照）。また、ASEAN 地域でのインベントリ

構築についても意見交換がなされた。 

 

3. TWG サマリーの確認 

 参加者でサマリーの確認が行われ、承認された。 

 

４．５ AMEICC 化学産業ワーキンググループ（WG-CI） 

開催日時 2018 年 7 月 10 日（火）、11 日（水） 

開催場所 プルマンルアンパバーンホテル 

出席者 参加国： 

カンボジア（官）、ラオス（官・学）、マレーシア（官・産）、ミャンマー

（官・産）、フィリピン（産）、シンガポール（産）、タイ（官・産）、ベト

ナム（官）、AMEICC 事務局（AOTS バンコク事務所） 

日本側参加者： 

経済産業省素材産業課 4 名 

経済産業省化学物質管理課 3 名 

製品評価技術基盤機構 3 名 

日本化学工業協会 2 名 

エックス都市研究所 2 名 

主な議題 1. AJCSD の開発・運用状況 

2. 日アセアン化学産業労働安全・産業保安イニシアティブ及び 3 年間の
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活動計画 

3. 世界的な化学産業の現状 

4. 情報共有（化学産業における Industry 4.0、漂流・漂着ごみ、ASEAN

規制協力プロジェクト（ARCP）） 

5. WG-CI サマリーの確認 

議事概要 1. AJCSD の開発・運用状況 

 TWG 共同議長（日本）より、TWG での議論の概要が報告され、

AMEICC 参加国からの必要情報の提供が引き続き求められた。また、

AMEICC 参加国の有害化学物質リストと化学物質データベース構築に

係る日本との協力の可能性について言及されるとともに、AJCSD に日本

が有する危険有害性情報を組み込む可能性を探ることで合意した。 

 

2. 日アセアン化学産業労働安全・産業保安イニシアティブ及び 3 年間の

活動計画 

 日本より、イニシアティブの一環として行われた 2018 年 2 月のワー

クショップの結果が報告された。また 2020 年までの活動計画（①日本で

のワークショップ開催、②ASEAN 諸国でのワークショップ開催、③PSM

（Process Safety Metric）の普及）が提案され、提案のうち、③について

は産業界による提出は自主的なものであるべきとのコメントを添えて承

認された。 

 

3. 世界的な化学産業の現状 

日本より、世界の主要国の石油化学産業の動向、日本の化学産業の現

状及び化学物質管理政策についての報告がなされた。 

また、各国より、化学産業の現状、化学物質管理に関する法規制の最新

動向等について報告がなされた。 

 

4. 情報共有（化学産業における Industry 4.0、漂流・漂着ごみ、ASEAN

規制協力プロジェクト（ARCP）） 

 日本より、Society 5.0 を達成するための Connected Industries という

政策概念の紹介、シンガポールより、エネルギー化学産業輸送マップ

（ITM）の紹介がなされた。 

 また、日本より、世界における海洋ごみの議論と日本の取り組みにつ

いて紹介がなされた。 

 さらに、マレーシアより、ARCP についての情報共有がなされた。 
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5. WG-CI サマリーの確認 

参加者でサマリーの確認が行われ、承認された。 

 

４．６ カンボジアとのバイ会合 

開催日時 2018 年 7 月 11 日（水）11:20～12:00 

開催場所 プルマンルアンパバーンホテル 

出席者 カンボジア側： 

工業手工芸省 3 名 

日本側： 

経済産業省化学物質管理課 3 名 

製品評価技術基盤機構 1 名 

日本化学工業協会 2 名 

エックス都市研究所 1 名 

主な議題 二国間での協力に関する意見交換 

議事概要  カンボジアより、会合に先立ち協力に係る要望が提出され、それに基

づき、今後の協力についての意見交換がなされた。その結果を踏まえ、

５．１の二国間会合が開催されることとなった。 

 

４．７ ラオスとのバイ会合 

開催日時 2018 年 7 月 11 日（水）8:00～8:40 

開催場所 プルマンルアンパバーンホテル 

出席者 ラオス側： 

商工省工業手芸局 9 名 

日本側： 

経済産業省化学物質管理課 3 名 

製品評価技術基盤機構 3 名 

エックス都市研究所 2 名 

主な議題 二国間での協力に関する意見交換 

議事概要  ラオスより、化学物質管理分野の現状と課題が説明され、今後の協力

についての意見交換がなされた。その結果を踏まえ、ラオスから日本に

要望内容の提案がなされることになった。（後日、ラオスから日本に要望

が送られ、５．２の二国間会合が開催されることとなった。） 

 

４．８ タイとのバイ会合 

開催日時 2018 年 7 月 10 日（火） 

開催場所 プルマンルアンパバーンホテル 

出席者 タイ側： 
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工業省工場局有害物質管理部 1 名 

日本側： 

経済産業省化学物質管理課 2 名 

エックス都市研究所 1 名 

主な議題 MOC に基づく今後の協力に関する意見交換 

議事概要 MOC に基づく今後の協力についての意見交換がなされ、タイから日

本に要望内容の提案がなされることになった。 
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５．AJCSD の普及活動 

ASEAN における AJCSD の普及活動を行った。具体的には 2018 年 12 月にプノンペン

（カンボジア）、ビエンチャン（ラオス）において開催された各国との二国間会合の開催支

援（AJCSD 等に関する資料作成、プレゼンテーション、議事録作成等）を行った。開催ス

ケジュールは以下のとおり。 

2018 年 12 月 3 日（月） カンボジアとの二国間会合 

2018 年 12 月 5 日（水） ラオスとの二国間会合 

 

５．１ カンボジアとの二国間会合 

開催日時 2018 年 12 月 3 日（月）14:30～17:00 

開催場所 カンボジア工業手工芸省会議室 

出席者 カンボジア側： 

工業手工芸省工業総局 6 名 

工業手工芸省カンボジア標準試験所管理局 2 名 

日本側： 

経済産業省化学物質管理課 3 名 

製品評価技術基盤機構 1 名 

在カンボジア日本大使館 1 名 

エックス都市研究所、通訳 2 名 

議題 1. カンボジアの化学物質管理制度の概要 

2. 日本の化学物質管理制度の概要 

3. 日本によるベトナムへの協力事例 

4. AJCSD の概要及び更新 

議事概要 カンボジアより、化学物質管理に係る省庁及び既存の制度の概要の紹

介が行われた後、日本から、化学物質管理制度、ベトナムに対する協力事

例（JICA プロジェクト）の紹介及び AJCSD 普及のための情報共有がな

された。 

 その後、今後の協力の可能性について意見交換が行われた。 

 

５．２ ラオスとの二国間会合 

開催日時 2018 年 12 月 5 日（水）8:30～11:45 

開催場所 ラオス商工省会議室 

出席者 ラオス側： 

商工省工業手工芸局 6 名 

日本側： 

経済産業省化学物質管理課 2 名 

製品評価技術基盤機構 1 名 
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海外産業人材育成協会 3 名 

エックス都市研究所、通訳 2 名 

議題 1. ラオスの化学物質管理制度の概要 

2. 日本の化学物質管理制度の概要 

3. 日本によるベトナムへの協力事例 

4. AJCSD の概要及び更新 

議事概要 二国間会合に先立ち、工業手工芸局長への表敬訪問が行われた。 

ラオスより、化学物質管理に係る省庁及び既存の制度の概要の紹介が

行われた後、日本から、化学物質管理制度、ベトナムに対する協力事例

（JICA プロジェクト）の紹介及び AJCSD 普及のための情報共有がなさ

れた。 

 その後、今後の協力の可能性について意見交換が行われた。 

 

 

 


