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法規制の解釈には、注意を払っていますが、最終判断は、

貴社の責任下でご判断をお願いいたします。

規制内容の解釈で疑義が生じた時は、英語の原本を正とします。

ご了承下さい。

私見が含まれていることもご了承下さい。

ご利用の注意事項
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知っておくべき化学物質規制

1. TSCA 一般化学製品、産業用ケミカルなど

• 新規化学物質 （TSCAインベントリーに収載されていない化学物質）

• PMN（製造前届け）, LVE（少量免除）

• 既存化学物質

• TSCAインベントリー・リセット規則： Active （上市されている）, Inactive （上市されていない）

• 輸入時

• TSCA Certification (証明書）

2. FIFRA 抗菌剤、抗菌製品（防腐剤や除菌剤なども含む）

• 抗菌等の訴求（クレーム）をする際にFIFRA登録が必要！

3. FDA 食品・食品添加剤・医薬品・医療機器・化粧品など

• 米国における食品安全に関する認証制度

• 米国にて食品素材や添加剤などを販売するための方法の一つとして、GRAS認証の取得がある。

• 医療機器の規制など

4. OSHA 危険周知基準 GHS 準拠SDSとラベル
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米国法規制マップ

米国進出準備
規制適合性調査
輸出製品製造

米国
輸入

流通（倉庫
サービスセンター）

使用済み製品

¶化学品関連規制（成形品も含
む）：
• 有害物質管理法 (EPA/TSCA)
• 連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠法（EPA/FIFRA）
• 連邦食品・医薬品・化粧品法 (FDA/FDCA)
• 消費者製品安全法/消費者製品安全改善法

CPSA/CPSIA (CPSC)
• ホルムアルデヒド放散規制（複合木材製品）
• 労働安全衛生法（OSHA）

• 電気安全
• 含有有害物質
• 安全データシート（SDS）

その他
TSCA証明書（CBP 輸入時）
運輸法（DOT）

州法：
• カリフォルニア州

- プロポジション65 （Prop 65）警告ラベル
- 硬質プラスチック容器包装規制（RPPC）
- より安全な消費者製品規制（SCPR）
- カリフォルニアRoHS

その他

¶流通関連規制
• 労働安全衛生法（OSHA)

‐ 危険伝達基準（HCS/SDS・ラベル）
‐ 作業員の安全・衛生保護

• 資源保護回復法(RCRA)
（有害廃棄物法とも呼ばれる）

・スーパーファンド法（CERCLA）
• 運輸法（DOTラベル)

¶使用済み製品関連規制
・資源保護回復法（RCRA)

‐ ユニバーサル廃棄物規則
・容器包装法（州法）
・廃電気電子機器リサイクル法（州法）
・スーパーファンド法（CERCLA）

米国工場操業

¶環境法（EPA)
・大気浄化法(CAA)
・水質浄化法(CWA)
・資源保護回復法(RCRA)
（有害廃棄物法とも呼ばれる）
・有害物質管理法(TSCA)
スーパーファンド法（CERCLA）
・漏れ防止・コントロール
および対策に関する規制
(SPCC)
・その他（州法を含む）

¶労働安全衛生法
（OSHA)
・危険伝達基準（HCS/SDS)
・ロックアウト・タグアウト
・閉鎖空間への出入り
・個人用保護具
・呼吸器保護
・ホットワーク
・フォークリフト
・転倒防止
・メディカルレコード
・マシーンガード
・その他
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米国輸入業者：規制対応責任

JAPAN USA

成形品関連規制：
・TSCA/SNUR
・TSCA/PBT
・TSCA/PFAS
・CPSC
・FIFRA
・Prop 65
その他：
FDA

www.EJKK.co.jp www.BOMcheck.net https://sphera.com/Japan/    
©2022 Environment Japan KK     



規制動向（TSCA）

• Article Exemption（アーティクル免除）の行方？

• 製品に含有する化学物質の規制対応が必要になってきた。

• 今までは、SNURなどで対応してきたが・・・

• PFASでは、製品に含まれる化学物質情報の提出を検討

• PIP（３：１）でも、製品に含まれる化学物質情報が必要・・・

• その他

これからサプライチェーンマネジメントがコンプライアンスに

不可欠になります。
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PBT物質

• 難分解性、生態蓄積性および毒性を有する化学物質

Persistent、Bioaccumlative, and Toxic (PBT) Chemicals
• TSCAワークプラン（注：有害性、暴露、残留性・生体蓄積性を評価し、優先順位付け）

• TSCA§6（h）PBT 製品および成形品の製造、加工および（商業的）流通禁止または制限

対象物質

• デカブロモジフェニルエーテル decaBDE CASRN: 1163-19-5
• リン酸トリス（イソプロピルフェニル） PIP（３：１） CASRN: 68937-41-7
• 2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール 2,4,6-TTBP CASRN: 732-26-3
• ペンタクロロチオフェノール PCTP CASRN: 133-49-3
• ヘキサクロロブタジエン HCBD CASRN: 87-68-3
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リン酸トリス（イソプロピルフェニル） PIP（３：１）

• 経過

• 2021年3月8日 “No action assurance” （180日）=> 2021年9月4日まで

• 2021年3月16日 Under TSCA Section 6(h); Request for Comments （60日間）

• 2021年9月3日 EPA Announces Plan for New Rulemaking on PBT Chemicals, Extends Existing Compliance Date to 
Protect Supply Chains

www.epa.gov/chemicals-under-tsca/epa-announces-plan-new-rulemaking-pbt-chemicals-extends-existing-
compliance

• 2021年10月 In October 2021, EPA proposed a rule to further extend the compliance date applicable to 
processing and distribution in commerce of certain PIP (3:1)-containing articles, and the PIP (3:1) used to 
make those articles until October 31, 2024, along with the associated recordkeeping requirements for 
manufacturers, processors, and distributors of PIP (3:1)-containing articles.
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リン酸トリス（イソプロピルフェニル） PIP（３：１）

コメント

• 用途

• 可塑剤、難燃剤、潤滑油等

• 企業

• PIP（３：１）の使用状況の把握

• 代替品の有無、代替品に移行するまでの期間などの情報が工業会や企業からEPAへ報告

• NPO
• EPAへの助言

懸念事項

• PIP（３：１）使用製品への圧力（使用部品や商品の不使用や不買の可能性）

• 製造工程から排出される廃棄物の問題（水系、固形廃棄物など）

• 使用済み製品の廃棄・リサイクルの問題の可能性

• 作業者の暴露問題

• 違反・訴訟問題など
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化学物質に関する規制情報のオンラインデータベース（RSS）
スフェラ社

©2021 Sphera









• TSCA 6 Risk Management Rules
• United States - TSCA Section 6 Risk Management Rules - List of Chemicals
• Sec. 6. REGULATION OF HAZARDOUS CHEMICALS AND MIXTURES. (15 USC 2605) If the EPA Administrator finds 

that there is a reasonable basis to conclude that the manufacture, processing, distribution in commerce, use, 
or disposal of a chemical substance or mixture, or that any combination of such activities, presents or will 
present an unreasonable risk of injury to health or the environment, the Administrator shall by rule apply one 
or more of the following requirements to such substance or mixture to the extent necessary to protect 
adequately against such risk using the least burdensome requirements: (1) A requirement (A) prohibiting the 
manufacturing, processing, or distribution in commerce of such substance or mixture, or (B) limiting the 
amount of such substance or mixture which may be manufactured, processed, or distributed in commerce. (2) 
A requirement- (A) prohibiting the manufacture, processing, or distribution in commerce of such substance or 
mixture for (i) a particular use or (ii) a particular use in a concentration in excess of a level specified by the 
Administrator in a rule imposing the requirement, or (B) limiting the amount of such substance or mixture 
which may be manufactured, processed, or distributed in commerce for (i) a particular use or (ii) a particular 
use in a concentration in excess of a level specified by the Administrator in the rule imposing the requirement. 
(3) A requirement that such substance or mixture or any article containing such substance or mixture be 
marked with or accompanied by clear and adequate warnings and instructions with respect to its use, 
distribution in commerce, or disposal, or with respect to any combination of such activities. The form and 
content of such warnings and instructions shall be prescribed by the Administrator. (4) A requirement that 
manufacturers and processors of such substance or mixture make and retain
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サプライヤーマネジメント化学物質情報管理ツール
(スフェラ社提供）



化学物質サプライチェーンマネジメント BOMcheck（ボムチェック）事例
PIP（３：１）の事例
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BOMcheck
• COCIR（放射線、電気医療、ヘルスケアIT
産業の欧州調整委員会）およびSiemens、
Philips、 GE Healthcareなどのメンバー企
業により、2008年5月にBOMcheckが構築

• 現在、スフェラ・ソリューションズが運営

• 医療機器を含む電子・電気製品製造などに
使用された化学物質情報管理システム

• 国際的な法律・規則・標準に対応するため
に開発

• IPC 1752A（米国）, IEC 62474, EN 50581な
どに対応

• IPC1752A

• 米国電子回路協会（IPC）が制定した規格

• 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

• ２００８年にBOMcheckの運用を開始

• 実績（2022年）

• 製造事業者 >1200社

• サプライヤー >12,000社 （ユーザー登録
>18,000件）

• 欧米企業との取引のパスポートになっています。

• IPC 1752A規格準拠

• カリフォルニア州プロポジション65の対応

• 欧州REACH、欧州化学庁にSCIPデータを提出義務

• 2021年1月5日実施

• SVHC >0.1% 電気電子製品などが対象

• SCIPデータ提出の80%はBOMcheckによる 登録
数： 約700万件（２０２２年１月時点）

• www.BOMcheck.net



BOMcheck グローバルユーザー： >1,000 Manufacturers, >15,000 Suppliers
サプライチェーンにおける化学物質情報共有化システム

Supplier account =
€300/year
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・カリフォルニア州プロポジション65
・欧州SCIPデータベース報告報告対応
・TSCA PBT (PIP(3:1)など）
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法規制コンプライアンス申
告
Regulatory compliance 
declaration (RCD)
IPC-1752A-Class C 準拠

部品番号

部品重量など
の入力
部品番号
BN202105を
例として

www.EJKK.co.jp www.BOMcheck.net https://sphera.com/Japan/    
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化学物質のサプライチェーンマネジメント

• IMDS（International Material Data System）

• 自動車製造に使用された化学物質情報管理システム

• http://www.mdsystem.com/imdsnt/startpage/index.jsp

• BOMcheck
• COCIR（放射線、電気医療、ヘルスケアIT産業の欧州調整委員会）およびSiemens、 Philips、 GE Healthcareなどの
メンバー企業により、2008年5月にBOMcheckが構築されました。

• 現在、スフェラ・ソリューションズが運営しています。

• 医療機器を含む電子・電気製品製造などに使用された化学物質情報管理システム

• 国際的な法律・規則・標準に対応するために開発

• IPC 1752A（米国）, IEC 62474, EN 50581などに対応

• REACH compliance, Conflict Minerals・・・・
• グローバルメーカーを中心に1,000社導入＋サプライヤー15,000社の利用

• EU/REACH・RoHSなどの規制遵守、米国TSCA・PIP（３：１）やカリフォルニア州プロポジション65などの法令遵
守のために開発

• SCIPデータベース報告の約80%は、BOMcheckからの報告（約650万件）

• https://www.bomcheck.net/
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https://www.bomcheck.net/


REACH規則SCIPデータベース報告対応BOMcheck（ボムチェック）

• ２００８年にBOMcheckの運用を開始

• 実績（2022年）

• 製造事業者 >1200社

• サプライヤー >12,000社 （ユーザー登録 >18,000件）

• 欧米企業との取引のパスポートになっています。

• IPC 1752A規格準拠

• カリフォルニア州プロポジション65の対応

• 欧州REACH、欧州化学庁にSCIPデータを提出義務

• 2021年1月5日スタート

• SVHC >0.1% 電気電子製品などが対象

• SCIPデータ提出の80%はBOMcheckによる 登録数： 約750万件（２０２２年4月）
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BOMcheck Assembly Tool re-calculates compliance of the 
assembly every day

 Create an assembly part in BOMcheck by uploading a list of sub-supplier parts  
– BOMcheck rolls up the declaration data for sub-supplier parts in the list to calculate 

compliance and compile SCIP information for the Assembly part
– BOMcheck checks the sub-supplier parts declarations, recalculates compliance and updates 

SCIP information for the Assembly part every day

Assembly PCB1 updated if 
declaration changes for Board1234 

Assembly PSU1 updated if 
declaration changes for PCB1

www.EJKK.co.jp www.BOMcheck.net https://sphera.com/Japan/    
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Supplier and sub-supplier can use BOMcheck to submit 
their parts to ECHA SCIP database

IUCLID dataset for
RCD part

SCIP database updates 
Supplier assembly part 
when Sub-Supplier
updates RCD part 

Sub-Supplier
creates RCD parts 
or FMD parts in 
BOMcheck

BOMcheck
creates IUCLID 
dataset for RCD 
part 

Sub-Supplier uses 
BOMcheck to submit RCD
Part IUCLID dossier

Supplier creates Assembly part. 
BOMcheck creates IUCLID data set 
and automatically links to sub-supplier 
RCD parts

Supplier uses BOMcheck
to submit Assembly part 
IUCLD dossier

www.EJKK.co.jp www.BOMcheck.net https://sphera.com/Japan/    
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デモ

Https://demo.bomcheck.net/jp

サプライヤーアカウント

• Login ID：fred.smith@acesupplier.com
• Password：REACH123!

YouTube ようこそBOMcheck

SCIP
• https://www.bomcheck.net/jp/scipDatabase

BOMcheck デモ・ログイン情報

www.EJKK.co.jp www.BOMcheck.net https://sphera.com/Japan/    
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PFASの規制動向

• PFAS（per- and polyfluoroalkyl substances)
パーフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物

• 約4,500種類の合成化学物質

• 特徴

• 炭素-フッ素結合（強い）

• 耐火性、耐水性、耐油性など

• 用途

• 消火剤

• 紙などの容器包装

• 表面コーティング

• 潤滑油

• その他
• 問題

• 残留性が高く、生体内に蓄積されやすい。その毒性

• 第2のPCBやダイオキシンの問題になる可能性あり
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暴露経路例
29

ケミカル
または
ケミカルを含有する成形品

製造・加工・流通
・製造・加工での使用
・排出・廃棄

用途
・消火剤
・コーティング剤（衣服、家具など）

・食品用容器・包装（食品接触物質とし
て）

作業員の暴露 環境中への放出 消費者や使用者の暴露環境中への放出

健康被害のリスク 健康被害のリスク埋立地または河川・地下水の汚染

飲料水の汚染

健康被害

健康被害の補償

汚染浄化費用負担

汚染浄化費用負担

健康被害の補償

健康被害の補償

www.EJKK.co.jp www.BOMcheck.net https://sphera.com/Japan/    
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Office of Chemical Safety and Pollution Prevention
化学物質安全・汚染防止室

• 全国的なPFASテスト戦略の公開
• 2021年秋に予定

• 新しいPFASの堅牢なレビュープロセスの確保
• 継続的な取り組み

• PFASに関する以前の決定を確認
• 継続的な取り組み

• 放棄されたPFASの管理など
• 2022年夏の予定

• Toxics Release Inventoryの下でPFASレポートの強化
• 2022年春の予定

• TSCAセクション8に基づく新しいPFASレポートの実施
• 2022年冬の予定
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CERCLA 包括的環境対処・補償責任法（通称スーパーファンド法）

•スパーファンド法の特徴
• 過去に引き起こされた汚染浄化などを目的とする。
過去に合法的に埋め立てられた物質が現在の法規制で浄化の対象となる場合も含む

• Potentially Responsible Parties （PRP 潜在的責任当事者）とは？
• 汚染された施設の所有者または管理者

• 有害物質が放出した時の所有者または管理者（過去の所有者または管理者）

• 有害物質の発生者（Generator)
• 施設へ有害物質を輸送した運送業者

• 親会社などの責任は？
• 日本の親会社への影響は？
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•ケミカル

•活性成分、FIFRA対象

参考資料 www.epa.gov/pesticide-registration/files-listing-pesticide-data-submitters

•新規活性成分の登録

• EPAとの事前会議

• 試験データ（有効性、安全性、化学特性など）

• 申請書（registration dossier)
• EPA申請費用

米国へ抗菌製品を輸出する時の法規制

©2021 Sphera 32
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Treated Article (抗菌剤で処理された製品）Exemption

• FIFRA規制

• アーティクル

• クレーム（訴求）、パッケージなどの情報

US EPA PRN 2000-1 参照

• EPA登録

• 不要

• 活性成分（Active chemical)
• FIFRA登録ケミカルの使用

• 用途・使用制限あり

• 有効性試験（Efficacy test)
• 不要

• ラベル

• Treated article claimに限定

• 製造工場登録
• アーティクル工場の登録は不要

（注： Pesticide product (ケミカル)の製造工場
の登録は必要）

• EPAへの年次報告
• 不要
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Pesticidal Device (デバイス）抗菌

• FIFRA規制

• 規制されている

• EPA/FIFRA登録

• 連邦政府レベルでは不要、

• 州法で規制されるケースがある

• 活性成分（Active chemical)
• 不要

（注：）

• 有効性試験（Efficacy test)
• 必要

• クレーム（訴求）を証明できるもの

• ラベル
• EPA登録設立番号Establishment Number

（EPA Est. No.）
• EPAに登録された施設番号

• 製品名

• 使用方法

• 警告または安全上の注意

• 製造工場登録
• EPA登録設立番号Establishment Number

（EPA Est. No.）の取得

• EPAへの年次報告
• Yes

34www.EJKK.co.jp www.BOMcheck.net https://sphera.com/Japan/    
©2022 Environment Japan KK     



危険周知基準 (Hazard Communication Standard: HCS)
• 管轄:OSHA、Department of Labor
• 2012年 国連GHS、Purple Book 第3版に対応

• https://www.osha.gov/dsg/hazcom/ghs-final-rule.html
• APPENDIX C TO §1910.1200 - ALLOCATION OF LABEL ELEMENTS

(MANDATORY)
• APPENDIX D TO §1910.1200 - SAFETY DATA SHEETS (MANDATORY)
• APPENDIX E TO §1910.1200 – Definition of "Trade Secret" (Mandatory)
• APPENDIX F TO §1910.1200 – GUIDANCE FOR HAZARD

CLASSIFICATIONS
RE: CARCINOGENICITY (NON-MANDATORY)

• 2019年春に第7版に移行する予定でしたが、2019年12月に延期され、

さらに、2022年12月に再度延期されている。

労働安全衛生法（OSHA）の概要 危険周知基準（HCS/SDS）
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米国OSHA/HCS： SDS

• GHSに準拠した16項目

• 言語： 英語

• 緊急時の電話番号

• SDSの更新

• 有害性や安全性や毒性などに関する新しい情報を入手した時、3カ月以内にSDSを更新

• OSHA PEL、ACGIH TLV 記載

• IARC、NTPについても記載

• 混合物に含まれる急性毒性が不明の物質が1％以上含まれており、混合物全体の試験によりその
混合物が危険有害性に分類されない時、その成分がX%含まれていることを記載すること。

• CBIについて

• 化学品の名称、混合物中の含有率などを非開示にできる

• ビジネス上の機密であること

• 化学物質の名称や組成などの情報が企業機密であることの記載

• 医療や衛生の専門家や従業員には一定条件下で開示される。
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スフェラSDS自動作成
ソリューションの特徴

©2018 Sphera

13,000
の専用アルゴリズム
による法定仕様への

自動対応

25,000
の法定文章

46
言語による

世界のSDSとラベル
要件への対応

300
の様式フォームで

50を超える国
に対応

80
を超える国の

特殊要件

50
人を超える法規制

とアプリケーション
の専門家から構成さ

れる専任チーム

最大20%
の弊社データを、

規制の変化に対応し
四半期ごとに
更新・配信

222
規制の動向を調査、

毎年20法規を
追加

28
言語に翻訳された
正式輸送品目名

400,000
の化学物質情報を

搭載

米国HCS/SDSの改正動向

第7版へ移行

変更（案）
分類の変更
CBI情報
少量容器へのラベルの要求事項のへ軽減を検討
その他

スフェラSDS自動作成ソリューションを
使用する例を説明します。



Authoring（作成）

©2018 Sphera
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ここで製品情報を管理し、
関連文書の作成します。

文 章

 強度の皮膚刺激 ...
 …の場合…に有害…
 …との接触を避ける。

絵表示（シンボル）

OXIDIZER

5.1

 

 

 

 pH 
 引火点
 LD50 値
 比 重
 その他...

製 品

アルゴリズム



Exposure Scenario（ばく露シナリオ）ＥＵ法規

©2018 Sphera
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ここで EU REACH 
ばく露シナリオ
を作成します。



Sentence（文 章）

©2018 Sphera
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Language Phrase
Albanian Toksik po të frymëthithet
Arabic ساّمٌة عن طريق اإلستنشاق
Bulgarian Токсичен при вдишване
Chinese (S) 吸入有毒
Chinese (T) 吸入有毒
Croatian Otrovno ako se udiše
Czech Toxický při vdechování
Danish Giftig ved indånding
Dutch Vergiftig bij inademing
English Toxic by inhalation
Estonian Mürgine sissehingamisel
Filipino Nakalalason kapag nalanghap
Finnish Myrkyllistä hengitettynä
French Toxique par inhalation
German Giftig beim Einatmen
Greek Τοξικό όταν εισπνέεται
Hebrew רעיל בשאיפה
Hindi
Hungarian Belélegezve mérgező (toxikus)
Indonesian Toksik bila terhirup
Italian Tossico per inalazione

Language Phrase
Japanese 吸入すると毒性

Korean 흡입하면유독함
Latvian Toksisks ieelpojot
Lithuanian Toksiška įkvėpus
Macedonian Токсичен преку вдишување
Malay Toksik melalui penyedutan
Norwegian Giftig ved innånding

Polish
Działa toksycznie przez drogi
oddechowe

Portuguese Tóxico por inalação
Romanian Toxic prin inhalare
Russian Токсично при вдыхании
Serbian Otrovan ako se udiše
Slovakian Jedovatý pri vdýchnutí
Slovenian Strupeno pri vdihavanju
Spanish Tóxico por inhalación
Swedish Giftigt vid inandning
Thai เป็นพิษโดยการสูดดม

Turkish Solunması halinde toksiktir
Ukrainian Токсично при вдиханні
Vietnamese Độc khi hít phải

ここで多種類の言語の
文章を管理します。



Form（フォーム・様式）
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ここで、既存のフォームの
変更、新規のものを作成す

ることができます。
（WYSIWYG Form Editor使用）

緊急電話番号
の表示を追加

会社のロゴ
を挿入
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西ヨーロッパ ヨーロッパと中央ヨーロッパ アジアパシフィック
デンマーク語 (DK) アルバニア語 (AL) アラビア語 (AR) 

オランダ語 (NL) ブルガリア語 (BG) 中国語 (簡体字)

英語 (GB) クロアチア語 (HR) 中国語 (繁体字)

フィンランド語 (FI) チェコ語 (CZ) フィリピン語 (PH)

フランス語 (FR) エストニア語 (EE) ヒンディー語 (HI-IN)

ドイツ語 (DE) ヘブライ語 (HE) インドネシア語 (ID)

ギリシャ語 (GR) ハンガリー語 (HU) 日本語 (JP)

アイスランド語 (IS) ラトビア語 (LV) 韓国語 (KR)

イタリア語 (IT) リトアニア語 (LT) マレーシア語 (MY)

ノルウェー語 (NO) マケドニア語 (MK) タイ語 (TH)

ポルトガル語 (PT) ポーランド語 (PL) ベトナム語 (VN)

スペイン語 (ES) ルーマニア語 (RO)

スウェーデン語 (SE) ロシア語 (RU)

セルビア語 (RS)

スロバキア語 (SK)

スロベニア語 (SI)

トルコ語 (TR)

ウクライナ語 (UA)



Algorithm/Source（アルゴリズム/ソース）
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ここで、アルゴリズム
による自動化された文
書の作成を管理します。

文 章

OXIDIZER

5.1

 

 

 PRODUCT

アルゴリズム

 強度の皮膚刺激 ...
 …の場合…に有害…
 …との接触を避ける。

絵表示（シンボル）

 pH 
 引火点
 LD50 値
 比 重
 その他...



Pictogram（絵表示）

©2018 Sphera
44

ここで、文書に印刷される画
像を保存し管理します。

（絵表示、ロゴ…）

               

 

  

 

    

 



History

©2018 Sphera
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ここで、製品や文書（ＳＤＳ、ラベ
ル）に加えた変更の履歴（誰が、何

を、いつ…）を蓄積します。
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（出典：スフェラ社）
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今後の動向

• 化学物質規制の強化

• TSCA アーティクル免除の見直し

• FIFRA コンプライアンスの強化

• 米国・カナダのSDS規則の改訂 2022年12月ごろ

• SDSの更新

• 欧州 REACH/SCIP報告の規制の取り締まり強化

• 法規制に遵守には、化学品の成分情報の管理、サプライヤーから供給される部品に含有する化学物質の管
理などが必要になります。

• 違反企業の罰則は年々厳しくなっています。

• 化学物質の管理にデータベースやAIを活用し、労力を低減しながら、コンプライアンスを強化する取組み
が欧米企業で行われています。

47



©2021 Sphera

SDS、海外法規制データベース

• 担当： 小林 茂夫 Shigeo Kobayashi
• M: +81 80-4578-5884
• skobayashi@sphera.com
• www.sphera.com/japan

SCIP & BOMcheck
• セミナーの質問

• 米国・カナダ・欧州法規制の質問

• M: +81 90-1212-1476
• K.tamamushi@ejkk.co.jp
• www.EJKK.co.jp
• www.BOMcheck.net

mailto:skobayashi@sphera.com
http://www.sphera.com/japan
mailto:K.tamamushi@ejkk.co.jp
http://www.ejkk.co.jp/
http://www.bomcheck.net/
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