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要旨：この報文では社会で取り扱われる化学物質の包括的なリスク評価・管理における情

報共有公開基盤の在り方に関する研究の第１報として、EU の REACH 規則に係る情報共

有公開システムを取り上げ、情報共有公開基盤の前提となる法制の在り方および集積して

共有すべき情報の範囲について考察するため、その情報共有公開に係る理念、規則の規定

事項および執行機関等が運営するホームページに収載される関連情報について調査した。

そして REACH 規則の情報共有公開基盤の特徴として、社会に流通する化学物質を実際

に管理している個々の事業者が当局に提出するリスク評価・管理に係る情報が情報共有公

開システムの も重要な情報になっていること、事業者と執行当局 (ECHA) との間およ

び EU 加盟国当局と ECHA との間の情報の授受が REACH-IT という情報管理システム

を介してペーパーレス化され一元化されていること、そしてそれら情報の一元的な公開に

よって化学物質管理に関わる幅広い情報の社会各層での共有化が図られていることに特

に注目する必要があることを指摘する。 
キーワード：化学物質総合管理、情報共有公開システム、社会の管理能力強化、REACH
規則、化学物質審査規制法、 

 
Abstract: In order to clarify items and contents to be included in an information 
mutual-utilization and dissemination system for Integrated chemicals management, 
we here examine the practices of the kind of information system that European 
Commission’s competent authorities are operating related to the integrated chemicals 
management and REACH regulation. We find out two main features of that system, 
namely, 1) the data and information submitted to the authority by individual 
manufactures or users are core information to be opened to the public and 2) 
paperless procedures called REACH-IT are employed uniquely for the inspection and 
transfer of documents and others, including the preparation of documents by 
companies, between submitters and ECHA or it and EU member state authorities. 
Keywords: Integrated chemicals management, Information mutual-utilization and 
dissemination system, societal capacity building, REACH regulation, Japan’s 
Chemical Substances Control Law 

 



化学物質総合管理による能力強化策に関する研究（その 14） 
‐REACH 規則にみる化学物質総合管理の情報共有公開システム‐ 

化学生物総合管理 第 8 巻第 1 号 (2012.6)  4-26 頁 
連絡先：〒112-8610 文京区大塚 2-1-1  E-mail: y.hoshikawa@cbims.net 
受付日：2012 年 5 月 7 日  受理日：2012 年 6 月 25 日 
 

5

１．はじめに 

 人は社会の様々な局面で多種多様な化学物質に触れたり曝露されたりして生活している。そ

のため化学物質への日々の曝露が体に何らかの影響をもたらすのではないかと懸念し慎重にな

るのも無理からぬことである。したがって社会で取り扱われる多様な化学物質について、予め

ヒトおよび環境に与えうる影響の種類や程度の評価の状況、実際の使用や取扱いにおいて影響

を少なくする社会的または個人的な管理の状況を、法令等による一律的な規制の状況とともに、

関連行政機関と社会を構成する労働者、消費者および一般市民が共有し、相互の必要性に基づ

いてリスクコミュニケーションを行う必要がある。 
このような観点から日本の情報共有公開の現状をみると、化学物質のヒトおよび環境に対す

る有害性 (ハザードという) の評価に始まり、人および環境の実際の曝露の状況や曝露に応じた

安全な取扱いや予防対策の実態、さらには科学的に十分解明されていない化学物質や疾病など

への政府機関や研究機関の対応状況などについての情報が社会を構成する各層の間で共有され

るように設計された情報共有公開システムは存在しない。一方、バイオモニタリングを実施す

れば人体中から異物である数多くの合成化学物質が検出され、それらの健康影響が懸念される

時代となったこともあり、そのような情報共有公開システムの重要性はますます高まっている。

そして、このような情報の共有化に基づく社会各層の認識の共有化がなければ、如何なる合意

形成も成り立ち難く、社会各層と行政機関とのリスクコミュニケーションは空虚なものとなる。 
 また、このような情報共有公開基盤の在り方を検討する際にとりわけ留意すべきは、1992 年

6 月の UNCED (国連環境開発会議) 以降の関連国際会議が追求してきた化学物質総合管理の理

念に基づく社会全体の化学物質管理能力の向上および市民の参画による透明性の高い政策決定

過程の実現に寄与するべきことである。それゆえ、これらの達成を目的にして以下の観点から

検討することが重要である。 
 

(1) 社会の化学物質管理能力を向上させるためには、事業者や労働者・消費者といった化学物

質を取り扱う当事者と規制当局など行政機関との間で化学物質管理の実際に係る情報を

広く共有し認識を共有化することが不可欠である。 
 
(2) 有効な化学物質管理政策を構築する上で幅広い市民の参画による透明性の高い政策決定 

過程が肝要であるため (星川他, 2008)、その前提としての情報公開共有基盤の整備が重 
要である。 

 
 日本には化学物質規制法を所管する行政機関は数多く存在する。しかし上記のような条件に

該当する情報共有公開システムを運用する行政機関は見当たらない。その理由は UNCED 以降

の国際合意が目指している化学物質総合管理法制が未だに整備されていないために、社会に流

通する化学物質全体のリスク評価・管理を中核的に担う行政機関が存在しないからである (星
川他, 2005b; 2007b)。 
なお、ここでいう化学物質総合管理法制とは、社会で取り扱われる化学物質のヒトと環境に

対するハザードを包括的に評価し、化学物質の全ライフサイクルにおけるヒトや環境の曝露に

伴う有害影響の発現リスクを包括的に見積もり、そして曝露防止対策の必要性を総合的な視点

から判定する法制のことである。すなわち、労働、消費、生活、環境といった枠にとらわれず

にこれらを包括的かつ一元的に評価する法制のことである。このような化学物質総合管理法制

の典型例は、1971 年に提案され 1976 年に制定された米国の TSCA (有害物質管理法) であり、

近では欧州連合 (EU) の REACH (化学物質の登録・評価・認可・制限) 規則である。とりわ

け REACH 規則は法制の構成が明解で、情報技術 (IT) を駆使した情報共有公開システムも体
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系的で極めて分かり易い。 
そこでこのテーマの第１報として、主に REACH 規則の情報共有公開に係る考え方や情報共

有公開システム (REACH-IT) に係る規定を取り上げ、社会に流通する化学物質の管理の全体

について社会各層の人々が認識を共有するために必要となる法制や情報共有公開システムの在

り方について考察する。 

２．REACH 規則体系の情報共有公開の概要 

（1）REACH 規則への変革の意義 
 欧州連合 (EU) の行政機関である欧州委員会 (EC) が「化学物質の登録、評価、認可および

制限に関する規則；Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorization and 
Restrictions of Chemicals (REACH 規則)」の素案を 初に公表したのは 2001 年 2 月の「白書：

今後の化学物質政策の方策」においてであった (EC, 2001)。そしてパブリックコメントの手続

きを経て 2003 年 10 月に欧州理事会および欧州議会に提案し、約 3 年の論議を経て 2006 年 12
月 (2007 年 6 月施行) に採択された。その内容は既存法制の運用実績を詳しく検討した結果に

基づき、21 世紀に向けた化学物質総合管理の新たな方向性を世界に提起したものであった (星
川他, 2005a)。 
 REACH 規則の主な目的は、高い水準の人および環境の保護を確保し、かつ、化学産業の競

争力と制度運用の透明性を高めることであり、そのために既存の 40 以上の指令 (directive) や
規則 (regulation) を一つの管理体系に統合してEU加盟国の全体に直接適用することになった。

主な構成要素である登録、評価、認可および制限の概要は以下のようであり、かつ、REACH
規則を一元的に執行する機関として ECHA (欧州化学物質庁) が新設された (図１参照)。 

 
① 登録 (Registration) 
化学物質を製造 (輸入を含む) する事業者は、事業所あたり年間 1 トン以上取り扱う化学物

質を一部の除外物質を除いて ECHA が管理する中央データベースに登録する。その際年間

10 トン以上の化学物質の登録では、用途やハザードに関する情報、不足データに対する試

験計画、ハザードの分類とラベル表示の案、安全データシートならびに登録者が確認した

用途についての安全報告書を届け出る。なお、化学物質の使用者が供給者に通知しない用

途については使用者自らが安全報告書を作成して届け出る。 
 

② 評価 (Evaluation) 
 事業者が届け出た登録書類について、主に不足データに対する試験実施計画および懸念

されるリスクの有無について評価される。試験実施計画の評価は動物試験の必要性に着目

して行われ、懸念されるリスクの評価は追加データの必要性および認可手続きや制限設定

の必要性に着目して行われる。 
なお、ハザードの分類とラベル表示の案に関しては、認可や制限の対象となりうる発が

ん性、変異原性、生殖発生毒性 (CMR) および呼吸器感作性の分類カテゴリーは統一的に

運用するため調和される。 
 

③ 認可 (Authorization) 
 CMR その他のリスク懸念の高い化学物質は、附属書 XIV に収載して認可手続きの対象

とする。申請者は安全報告書、社会経済分析書あるいは代替計画書を添付して認可の申請

を行う。 
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製造者・輸入者の登録情報

対象物質：単体物質、調剤（混合物）、
成形品中物質

トン数別登録情報：
1t~10t; 附属書VII, 10t≦; 附属書VIII, 
100t ≦; 附属書IX,  1000t ≦; 附属書X

1. 一般登録情報

2. 化学物質安全評価 (附属書I)
1) ハザード評価 2) 曝露評価
３) リスク判定 4) リスク管理

3. 化学物質安全報告書 (附属書I, XII)
4.ハザード分類・表示案 (CLP規則)

5. 安全データシート (附属書II)
＊曝露シナリオ (ES)、リスク管理対策を添付

登録(1t≦)→ECHA

1t ≦：一般情報、分類・表示案

10t≦：さらに化学物質安全報告書、

試験実施計画を提出

クライテリア
1．ハザード分類・表示

のクライテリア
(指令67/548/EECから

CLP規則に移行）

2. PBT/vPvBのクライテ
リア
(附属書ⅩIII)

評価→ECHA／加盟国

書類審査：記載内容と試験実施計画

物質評価：懸念リスクの有無

規制なし

分類・表示ライブラリー

＊CMRのCat.1,2等 高懸念
物質クライテリアはEU域内
統一

附属書I ~ XVII
手引き類１：事業者向け、
当局向けおよびREACH特
有事項の手引き

手引き類２：情報要件と
化学物質安全評価の詳
細手引き

REACH規則とCLP規則に
関する実用手引き

REACH-ITに係る各種マ
ニュアル

認可対象物質 (附属書
XIV) ＊PBT/vPvBの高懸

念物質

制限物質 (附属書XVII)
＊指令76/769/EECの統合

上市・使用の認可申請
→ ECA／EC

＊化学物質安全報告書、
社会・経済分析結果 (附属
書XVI)、代替計画を添付

川下使用者 （＊SDSに記載のないES）

＊化審法の特定化
学物質に対応？

＊当事者責任と
透明性の確保

 
註：ECHA: European Chemical Agency  PBT: Persistent Bio-accumulative and Toxic chemicals  vPvB: very Persistent and very Bio-accumulative 
chemicals  CMR: Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction 

図１ REACH 規則の化学物質リスク管理体系 
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④ 制限 (Restrictions) 
 特定の化学物質の製造・使用等についてリスクを適切に管理できないと判定された場合

には、取扱いの制限条項を規定して附属書 XVII に収載する。 
なお、特定の化学物質の製造・使用等に一律の制限条項を適用する方式は、日本の化学

物質審査規制法 (化審法) の特定化学物質の規制方式に類似することを図１に注記した。 
 
REACH 規則のリスク管理政策は事業者の主体的な管理を基礎に組み立てられている。この

点に関して REACH 規則は過重な負担を事業者に強いるものとの指摘もあるが、そのような受

け止め方は化学物質のリスク管理は個々の事業者が取扱物質ごとに行うことを基礎にすること

を見誤っている。化学物質リスク管理の法制を事業者の主体的管理を前提に構築することは、

OECD (経済協力開発機構) が 1970 年代に理事会決議において明示した包括的な化学物質リス

ク管理の基本理念であり、それは 1971 年に提案された米国 TSCA における PMN (上市前届出

制度)、SNUR (重要新規使用規則)、「相当なリスク (significant risk)」に関する情報の届出制

度などとも相通ずる政策である。 
またそのような方向の変革は、OECD の HPV (高生産量化学物質) 点検プログラムや米国の

HPV チャレンジプログラム、さらには化学産業が国際的に展開しているレスポンシブル・ケア 
(Responsible Care) や HPV イニシアティブの進展にみるまでもなく、世界において現代の標

準的な化学物質管理政策の指向する方向である。言い換えれば、REACH 規則への変革は、多

くの既存法規を統合して管理体系を簡素なものに改め、事業者および行政が行うハザード評価

やリスク評価の手順や手続きを明確にして透明性や効率性を高め、さらには化学産業の国際競

争力の強化にも配慮し、今後の化学物質総合管理のあり方を世界に提示したものである。 
 

（2）REACH 規則の情報共有公開重視に係る規定 
REACH 規則の基本理念の一つは、社会で取り扱われる化学物質について当事者である事業

者および当局のリスク評価・管理の情報を広く公開して関係者間で共有するとともに、新たな

管理政策を立案する際に社会各層の関係者が広く参加して協議することである。それゆえ、そ

れを支える情報共有公開システムの実際を調べる前に、REACH 規則の前文および本文におけ

る情報共有公開重視の考え方を概観する (OJEU, 2006)。 
 
1）REACH 規則の前文における「透明性の確保」と「技術指針等の整備」に関する規定 

 REACH 規則前文の「透明性の確保」と「技術指針等の整備」に係る規定には情報共有公開

に関連する規定が数多くみられる。「透明性の確保」に関しては、とりわけ次の考え方に注目す

る必要がある。 
 
① 化学物質のリスク管理の責任は、それらの物質を製造し、輸入し、上市しまたは使用する

者が担う必要がある (18 項)。 
② それゆえ、登録の規定は製造者と輸入者に製造しまたは輸入する物質に関するデータを創

出し、それらのデータを使用してそれらの物質に係るリスクを評価し、そして適切なリス

ク管理対策を開発し推奨するよう要求する必要がある (19 項)。 
③ 製造者と輸入者がこの責務に確実に適合するようにするためおよび透明性の理由から、登

録はその者に対しそれらの情報を全て記載した文書の提出を要求する必要がある (19 項)。 
④ 化学物質の取扱者はその物質のリスク評価の結果に従って必要なリスク管理対策を講じ、

関連する推奨事項をサプライチェインに沿って提示する必要がある (25 項)。 
⑤ それらの物質に関する情報およびリスク管理対策を含めた関連情報は、評価と執行のため

および透明性の理由から、当局に提出される必要がある (27 項)。 
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⑥ 評価はその結論に応じて制限や認可の手続きによる規制措置を講じたり、他の法規の枠組

みによりリスク管理措置を講じたりすることに繋がる場合がある。それゆえ評価手続きの

経過に関する情報は公表する必要がある (68 項)。 
⑦ ECHA は透明性の理由から、制限が示唆される関連文書をコメント提出の要請を付して

公表する必要がある (92 項)。 
⑧ EU 市民が化学物質の使用について「知って決定すること」を行いうるため、曝露しうる

化学物質についての情報にアクセスできる必要がある。これを達成する透明性のある手法

は ECHA のデータベースに収納される基礎データへの自由かつ容易なアクセスを無償で

認められることである (117 項)。 
⑨ その基礎データには危険な性質の簡潔な要約、ラベル表示の要件および認可された使用や

リスク管理対策を含めた関連法規が含まれる (117 項)。 
 
 一方、「技術指針等の整備」は事業者および当局が REACH 規則に従って実施する活動や報告

等の内容および手続きの整合性と透明性を高めるための手段であり、これに関して次の考え方

に注目する必要がある。 
 
① EUは 2003年に着手したREACH施行プロジェクト (RIPs) の作業の中で、EC、ECHA、

加盟国、化学物質の製造者、輸入者および川下使用者がこの規則の指針や手法で使用する

用語の草案作成を目指している (24 項)。 
② 製造者と輸入者が化学物質安全評価 (CSA; Chemical Safety Assessment) を実施する要

件は、その者が責務に適合できるよう附属技術書で詳細に明確化する必要がある (30 項)。 
③ ECは産業、加盟国その他関係者と密接に連携して、調剤に関連するREACH規則の要件、

とりわけ曝露シナリオを組み入れた安全データシート (SDS; Safety Data Sheets) に関

する要件を充たす手引きを策定する必要がある (31 項)。 
④ サプライチェインの上流・下流のコミュニケ－ションを容易にする必要がある。EC は

RIPs の作成文書のために用途の簡潔な一般記述を分類するシステムを確立する必要があ

る (62 項)。 
 

2）REACH 規則の本文における情報共有公開重視に係る規定 
 REACH 規則本文の情報共有公開重視に係る規定として、ここでは第 XII 編の第 118 条（情

報へのアクセス）と第 119 条（電子的な公衆のアクセス）を取り上げる。 
第 118 条は情報開示が関係者の商業上の利益保護を侵害すると見なされる範囲を規定し、一

方、第 119 条は ECHA の保有情報についてインターネットで公開しうる範囲および情報提出者

がその公開について商業上の利益に反すると根拠を提出しECHAが認めた場合に非公開扱いに

なる範囲を規定している。これらの規定により社会で取り扱われる化学物質について EU 市民

がアクセスできる情報の範囲は、情報提供者が非公開を選択しうる場合を含めて以下のとおり

である。 
 
（無条件で公開される情報） 

(a) 化学物質の分類、表示等に関する指令 67/548/EEC に基づく危険物質の第 2 項(f)と(g)
に抵触しない IUPAC 命名法による名称 

(b) 欧州既存化学物質リスト (EINECS) に定められる物質の名称 
(c) 化学物質のハザード分類および表示 
(d) 化学物質および環境中での経路や動態に関する物理化学的データ 
(e) 毒性学的および生態毒性学的試験のそれぞれの結果 
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(f) 附属書 I に従って確立される算定無影響レベル (DNEL; Derived No-Effect Level) ま
たは予測無影響濃度 (PNEC; Predicted No-Effect Concentration) 

(g) 附属書 VI の第 4 節および第 5 節に従って提供される安全使用手引き 
(h) 附属書 IX 又は附属書 X に従って要求される場合には、環境に排出された危険物質の検

出および人の直接曝露を測定しうる分析法 
 

（情報提供者が非公開を選択しうる情報） 
(a) ハザード分類および表示に不可欠な場合、化学物質の純度および危険であることが知ら

れている不純物もしくは添加物の特定情報 
(b) 個々の化学物質が登録されているトン数帯域（すなわち、1～10 トン、10～100 トン、

100～1000 トンまたは 1000 トン以上） 
(c) 第１項(d)および(e)に示す情報の試験要約またはロバスト試験要約 
(d) 第 1 項に列挙される情報以外の安全データシート (SDS) に収載される情報 
(e) 化学物質の商品名 
(f) 指令 67/548/EEC に基づく危険物質で非段階的導入物質について、６年の期限での

IUPAC 命名法による名称 
(g) 指令 67/548/EEC に基づく危険物質であって、以下の一つまたはそれ以上の目的だけで

使用されるものの IUPAC 命名法による名称 
(i) 中間体としての使用 
(ii) 科学的な研究開発での使用 
(iii) 研究開発向けの製品や工程での使用 

 
 なお、日本の化審法は規制当局に提出した情報の機密性や所有権の保護に関する規定を設け

ていない。このことは化審法が TSCA や REACH 規則といった化学物質管理の法制と異なる取

締り規制法であることの証左である。さらに付言すれば、OECD も事業者が行政に提出する情

報の機密性や所有権の保護について 1983 年に理事会決議を３つ重ねており、日本政府もその合

意に参加している(OECD, 1983a; 1983b; 1983c)。しかし日本政府は、市民に対する情報開示の

務めを怠っているのみならず、事業者のこの商業上の権利に配慮する OECD 加盟国としての責

務についても蔑ろにしたままである。 

３．REACH 規則に関連する情報共有公開システムの概要 

 EU における化学物質総合管理および REACH 規則に係る情報共有公開システムに収載され

る情報で EU 市民に公開されるものは、一般的には、(1)事業者が当局に提出する取扱物質の管

理に係る情報、(2)行政による REACH 規則の運用に係る情報および(3)その他関連事項に区分す

ることができる。それらの概要について以下に説明する。 
 
（1）事業者が提出する化学物質管理に係る情報 
 事業者が化学物質そのものまたは成形品中の化学物質についてECHAに登録する化学物質リ

スク評価・管理に係る情報は、REACH 規則第 10 条(a)の規定を補足する附属書 VI および化学

物質の評価や化学物質安全報告書の作成に関する附属書 I に規定されている (付表１、２参照)。 
そして事業者がこれらの書式で当局に提出する情報が化学物質リスク評価・管理の実態を EU

市民に提示する一次的な資料となる。このことは REACH 規則体系における情報共有公開基盤

の際立った特徴である。言い換えると REACH 規則の場合、社会に流通する化学物質の全体的

なリスク評価・管理の実態が個々の当事者の登録データとして当局に提示される。そしてそれ

を EU 市民に公開して社会として広く共有する。言い換えれば、WSSD (化学物質管理世界首脳

会議) の実施計画に規定される 2020 年目標の達成状況を EU 全体の市民レベルで共有する。 
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このことは、同じく WSSD2020 年目標の達成を目指すためと称して行われた取締的な化審法

改正の場合とは理念の面でも方策の面でも全く異なっている。例えば、改正化審法では事業者

から政府に提出される情報を市民に公開することにはなっていない (厚労省他, 2009)。 
 
（2）行政による REACH 規則の運用に係る情報 
 EU において化学物質総合管理に携わってきた行政機関は、従来 EC の環境総局 (ENV DG: 
Directorate-General for Environment) と企業・産業総局 (ENTR DG: Directorate-General 
for Enterprise and Industry) であったが、REACH 規則の専管執行機関として ECHA が新設

された。それゆえ、EU の化学物質総合管理の状況を全体的に確認するには両総局の化学物質

総合管理に係る掲載情報を含めて調べる必要はある。しかしここでは、主に REACH 規則の執

行に係る情報を ECHA のホームページで調べる。なお日本には、この ECHA の情報システム

に対応するような情報共有公開システムは存在しない。 
 
 1）ECHA の公開情報にみる REACH 規則の運用状況 
 REACH規則は2007年6月に施行されており、この原稿の作成時期における主な制度の登録、

認可および制限に関する注目すべき状況は、ECHA が公開する情報でみると以下のようであっ

た (ECHA HP)。 
 
① 登録 
 REACH 規則の登録では、指令 67/548/EEC の対象物質であった既存化学物質のうち年間 1
トン以上のものについて、取扱量の多いものから順次登録して 2018 年 5 月までに段階的に取

り込む方式が採用された。その段階的取り込みの状況は図２のとおりであり、 初の登録は

リスク評価・リスク管理の見直しが急がれる健康および環境への有害性が強い高懸念物質や

取扱量が年間 1,000 トン以上のものを対象に行われ、2010 年 11 月 31 日に終了した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図２ 既存化学物質の段階的登録の区分別期限 

 
その集計結果によると約 4,300 物質について 24,675 件の登録書式が提出されている。登録

物質の内訳は、健康影響が懸念される CMRs 物質が 400 物質、環境ハザードが強い化学物質

が 150 物質強および年間 1,000 トン以上の化学物質が約 3,400 物質であった。この取組みで

注目すべきことは、健康影響や環境影響が懸念される化学物質と年間 1,000 トン以上の高生

産量化学物質の約 4,300 種の化学物質について、製造および使用の当事者である関係事業者

が自らの取扱いについてリスク評価を行い、その証拠資料が ECHA の管理する情報共有公開
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システムに収納されたという事実である。そして 2011 年 3 月時点で、それらのうち 2,452
物質の登録文書が機密情報の保護措置を講じて EU 市民にアクセス可能となっている。 

 
② 認可 

  上市と使用について認可手続きが適用される高懸念物質 (SVHC) は、 初に ECHA また

は加盟国当局の提案で表１のクライテリアに該当する高懸念物質について候補物質リストに

加えることを審査し、次いで候補物質リストに収載される化学物質から附属書 XIV の認可対

象物質リストに加える化学物質を選定する 2 段階方式で審査される。ECHA ホームページに

掲載される附属書 XIV に収載されている認可対象物質は、2012 年 2 月時点で 14 物質のみで

あり、それ以外に附属書 XIV への収載が 26 物質について協議されており、候補物質リスト

には 73 物質が収載されている。 
 

表１ 認可の対象となる高懸念物質 (SVHC) を選定するクライテリア 
 PBT 物質 vPvB 物質 

P (残留性) 次のいずれかに適合 
a) 海水中半減期＞60 日 
b) 真水・汽水中半減期＞40 日 
c) 海水底泥中半減期＞180 日 
d) 真水・汽水底泥中半減期＞120 日 
e) 土壌中半減期＞120 日 

次のいずれかに適合 
a) 海水真水または汽水中半減期＞

60 日 
b) 海水真水または汽水底泥中半減

期＞180 日 
c) 土壌中半減期＞180 日 

B (生物蓄積

性) 
水生生物種での生物濃縮係数＞2,000 水生生物種での生物濃縮係数＞

5,000 
T (有害性) 次のいずれかに適合 

a) 水生生物に対する長期 NOEC または EC10＜0.01mg/L 
b）発がん性 (1A または 1B)、生殖細胞変異原性 (1A または 1B)ま
たは生殖毒性 (1A, 1B または 2) に分類 
c)特定標的臓器毒性‐反復投与 (STOT RE, 1 または 2) に分類の長

期毒性 

 

証拠重み付

けの適用 
利用できる情報に上記クライテリアが直接適用できない場合、改正附属書 XIII の
3.2 項に列挙される情報を参照して証拠重み付け手法を適用しうる。 

 
 なお、 初に附属書 XIV に収載された化学物質は 2011 年 2 月 17 日の 6 物質で、それらは

ムスクキシレン (5-ter-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene)、MDA (4,4’-diaminodiphenyl- 
methane)、HBCDD (hexabromocyclododecane)、DEHP (bis(2-ethylhexyl)phthalate)、BBP 
(benzyl butyl phthalate) および DBP (dibutyl phthalate) であった。それぞれの対象物質に

ついては使用禁止時期と認可申請提出期限が定められており、それらの設定に係る経緯や各

化学物質に係る情報は市民に公開されている。 
 
③ 制限 
 REACH 規則における制限は、リスクを適切に管理できないと判定された特定の化学物質

の製造・使用等について一定の制限条項を個別に定めるもので、従来、指令 76/769/EEC に

規定されていた制限条項を 2009 年 6 月に REACH 規則の附属書 XVII に取り入れた。そして

その後、玩具および幼児製品中の 4 種のフタル酸エステル (DIBP, DBP, BBP, DEHP) に関

する制限条項のほか、フェニル水銀、水銀、鉛とその化合物およびフマル酸ジメチルに対す
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る制限条項が協議されている。この場合も上記の認可の場合と同様に、それらの設定に係る

経緯や各化学物質に係る情報は市民に公開されている。 
 
 2）環境総局および企業・産業総局の公開情報 
 EC の環境総局および企業・産業総局は、REACH 規則が導入される以前には環境総局が個別

化学物質の総合管理を所管し、企業・産業総局が調剤などの化学製品を所管するという分担管

理の体制を採っていた。具体的には環境総局が EU の代表的な化学物質総合管理法制である危

険物質の分類・表示等に関する指令 67/548/EEC を所管し、企業・産業総局が化学製品である

危険調剤の分類・表示等に関する指令 1999/45/EC を所管し、そして EU の合同研究センター 
(JRC) に属する健康・消費者保護研究所 (IHCP) の欧州化学物質局 (ECB) が化学物質に係る

リスク評価の実施や関連情報の管理を行っていた。 
しかし 2007 年 6 月に REACH 規則が施行された時点で、ECB の業務は新設の ECHA に全

面的に移管され、環境総局と企業・産業総局の化学物質総合管理に係るそれぞれの基本法規で

ある指令 67/548/EEC と指令 1999/45/EC の執行業務も ECHA に統合された。加えて 2009 年

1 月に施行された化学物質の分類・表示等に関する規則 (EC)No 1272/2008 (CLP 規則) の執行

も ECHA に統合されることになった。 
そのような事情から、現在企業・産業総局および環境総局のホームページに掲載されている

公開情報は、企業・産業総局のホームページではもっぱら特定の化学製品の管理に係る情報で

あり、一方、環境総局のホームページでは農薬、化学事故、危険物質交易などの分野別法規の

運用に係る情報のほか、化学物質複合曝露、内分泌撹乱物質、ナノ材料などの包括的な化学物

質管理法制上の検討課題について概要を紹介している。 
 
（3）技術指針等および CLP 規則に係る情報 
 化学物質総合管理と REACH 規則に関連するその他関連事項では、とりわけ①REACH 規則

の運用に係る多様な技術指針等の整備 (付表３、４参照) および②危険物質のハザード分類と表

示に係る CLP 規則に注目する必要がある。 
 REACH 規則の運用に係る多様な技術指針等の整備については、事業者や行政当局のための

手引き類および情報要件や化学物質安全評価に関する技術指針等が、それぞれ付表３および付

表４に示すように詳細にわたって規定され市民に公開されている。このような REACH 規則の

運用について高い透明性を確保する施策は、EU の化学物質総合管理政策の特徴の一つであり、

その代表的な例は REACH 規則案を採択した時点で設置された RIPs である。このプロジェク

トでは REACH 規則の各種の手続き、ECHA の設立と REACH-IT システムの開発、事業者と

行政当局のための手引き類の策定などが産業界、NGO など関係者の参加を前提に外部への委託

方式で実行され、その成果物は全て社会に広く公開されている (星川他, 2005a)。 
 一方、REACH 規則における危険物質のハザード分類と表示については、2006 年 12 月の

REACH 規則制定時には指令 67/548/EEC の規定を引き継いでいた。しかしその後、化学物質

のハザード分類と表示に関する世界調和システム (GHS) に対応する EU法規として CLP規則

が制定され ECHA が所管することになった。そして REACH 規則におけるハザード分類や表示

の規定は、化学物質単体、混合物の順に逐次 CLP 規則の規定に移行することとなっている。し

たがって、REACH 規則における PBT/vPvB の判定基準に該当する高懸念物質を特定して上

市・使用の認可の対象とする制度は、CLP 規則における健康ハザードと環境ハザードの分類と

カテゴリー (付表５参照) に準拠する方式で両者の運用が一体化されている。 
 なお CLP 規則では、危険有害な化学物質の製造者および輸入者は全て 2010 年 12 月 1 日ま

でにハザードの分類案を作成し、2011 年 1 月 3 日までに ECHA に届け出ることとなっていた。

そして 2011 年 1 月 4 日付の関係行政機関の覚書によると、期限までに 310 万件以上の届出が
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あり、今後 ECHA が数ヶ月かけてそれらの届出を整理し分類・表示インベントリーに収載して

公開する。 

４．情報技術 (IT) を活用した情報共有公開システムの構築 

 REACH 規則の運用体制に関してとりわけ注目すべきは、REACH-IT と称するコンピュータ

ーシステムを構築して、事業者による化学物質の登録文書の作成に始まり、その登録文書につ

いて ECHA や加盟国の当局が行う評価の実施、さらには高懸念物質の製造、使用に係る事業者

の認可申請や当局の承認など REACH 規則に定められる各種の文書や手続きを一元的活統一的

な情報管理システムで全体的に管理し、その結果については事業者の営業上の機密情報を保護

する手続きを講じた上で公開データベースを通じて市民に無償でアクセス可能にしたことであ

る (星川他, 2005a)。 
 REACH-IT の機能の全体像は図３のとおりであり、その機能は主に以下の３つに区分されて

いる。 
 

事業者がホームページとして使用できる部分： 
 図３の左部分は主に製造者、輸入者または川下使用者が事前登録、化学物質に関する問

合せ、登録資料の提出や提出文書の評価状況の確認などを行う場であり、一定の文書、例

えば C&L の通知、川下使用者の通知などに際して書式をダウンロードして作成して送信す

る個別的作業の場としても利用可能である。 

一般公開
データベース

 
図３ REACH-IT システムの機能の全体像 

 
ECHA と加盟国当局が管理・使用する部分： 
  図３の中央および右上部分は REACH-IT の中核部分であり、REACH 規則の専管執行機

関である ECHA が管理し、化学物質の登録、評価、認可、制限および分類／表示に関して 
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ECHA と加盟国当局が任務を遂行するため相互に交流する場である。 
 

市民がアクセス可能な部分： 
図３の中央下段部分は ECHA が管理する公開データベースを通じて、REACH 規則の運

用に関連する非機密情報を市民にアクセス可能とするほか、さらには ECHA がパブリック

コメントの公募を市民に周知の場でもある。 
 
また REACH-IT システムには公開データベースの他に２つのデータベースがある。それらは

ECHA と加盟国当局の協議を経て確定した 終的情報を保管するための図３中央上段のデータ

ベースおよび ECHA と事業者との間の情報授受や ECHA と加盟国当局との間の情報の授受を

包括的に管理する図３中央のデータベースである。REACH-IT の画期的な機能は、この後者の

データベースを介したECHAと加盟国当局や事業者との情報の授受を完全にペーパーレス化し

たことにある。 
なお REACH-IT システムでは、化学物質に関連する全ての情報を IUCLID (International 

Uniform Chemical Information Database) という国際標準書式で送受信して保管している。

この書式は EC と OECD が協同で開発し逐次改良しており、現在使用中のバージョンは

IUCLID 5 である。 

５．情報共有公開の遅れた日本の現状 

 １項に記述した化学物質のリスク管理に係る情報共有公開基盤の構築で留意すべき２つの視

点、つまり、1）事業者や労働者・消費者といった化学物質を取り扱う当事者と行政機関との間

で化学物質管理に係る認識を共有化することおよび 2）透明性の高い政策決定への幅広い市民

の参加は、指摘するまでもなく、日本の行政機関が運用する情報共有公開基盤にも当てはまる

基本理念である。しかし実際には、縦割り規制行政が強固な日本の実情を反映して国内に流通

する化学物質についてリスク評価・管理の全体像を市民に伝えることに留意した情報共有公開

基盤は整備されておらず、事業者のリスク評価・管理を前提にする化学物質総合管理の法制も

なく、ましてや EU の REACH-IT のように事業者の ECHA への届出情報や ECHA と加盟国当

局との協議資料などの公開が市民との認識の共有化に不可欠であるというような視点もない。 
そのような日本の後れた現状に関連する論点として、以下においては国際動向との連動性に

みられる日本と EU の落差について考察する。 
 日本政府は1970年代からのOECDの化学物質総合管理に係る数々の理事会決議に呼応して、

化学物質総合管理法制の導入のために既存の規制法体系を見直すことをせず、また、法定の評

価プログラムを設置して既存化学物質の初期リスク評価を実施することも行わなかった。 
 一方、EU の化学物質管理法制の見直しにおいては、すでに 1970 年代の OECD の理事会決

議への対応に国際動向との連動性が顕著に現れている (星川他, 2007a)、例えば、1979 年 9 月

に施行された EU の「危険物質の分類・表示に関する指令 67/548/EEC」の第 6 次修正は、OECD
が 1977 年 7 月に採択した「化学物質の人および環境への影響を予測する手続きと要件に関す

る理事会勧告 [C(77)97]」に呼応した措置であり、EU はその措置で新規化学物質の初期リスク

評価の内容を規定した。具体的には、届出者当たりの年間上市量が 1 トン以上の新規化学物質

に対して表１に示す「ベースセット (Base Set)」と称する一定のデータ情報の提出を義務付け

た。 
これはその後 OECD が理事会で決議した「化学物質評価の上市前 小データセット (MPD) 

に関する理事会決定[C(82)196]を介して OECD 加盟国の共通規範になっている。 
 EU の取組みと OECD の活動のこうした連動性は、1992 年 3 月の「危険物質の分類・表示

に関する指令 67/548/EEC」の第 7 次修正および 1993 年 3 月の「既存化学物質のリスク評価と

管理に関する規則 (EEC) 793/93」の制定にも認められる。しかも EU の化学物質管理政策の国
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際動向との連動性はそれに留まらない。 
 

表１ 第 6 次修正による「ベースセット」の内容 
物

質

情

報 

識別情報 名称、構造式、組成、分析方法 
用途 予定用途の種類、分野（閉鎖系、開放系） 
用途別上市量 用途の分野別の予定上市量 
取扱注意 取扱、貯蔵、輸送、緊急処置（漏洩、人の損傷） 

物理化学的性質 融点、沸点、比重、蒸気圧、表面張力、水溶解度、脂質溶解度、分配係

数（オクタノール／水）、引火点、可燃性、爆発性、自然発火性、酸化

反応性 
毒性情報 急性毒性（経口、吸入、経皮）、皮膚刺激、眼刺激、皮膚感作性、亜急

性毒性（28 日間）、変異原性 
生態毒性情報 魚急性毒性、ミジンコ急性毒性、分解性（生分解性、非生分解性） 
無害化の可能性 職業的使用の場合、消費者使用の場合 
註：「ベースセット」の内容は、その後、第 7 次改正で更新された他、科学的技術的進歩への 

適応のためしばしば改正されている。 
 
とりわけ REACH 規則には、前文の 4 項、6 項および 109 項に次の規定が掲げられている。 

 
4. EUは持続可能な発展に関する 2002年 9月のヨハネスブルグ世界首脳会議で採択された実施

計画に呼応して、化学物質を健康と環境への悪影響を 小限にする方法で生産し使用するこ

とを 2020 年までに達成することを目指す。 
 
6. この規則は 2006 年 2 月にドバイで採択された国際化学物質管理の戦略的取組み (SAICM) 

の遂行に寄与する。 
 
109. ECHA は規制の国際調和に関心のある組織との協力において、そのような調和活動におけ

る EU および加盟国の役割に寄与する必要がある。広範な国際合意を促進するため、ECHA
は化学物質の分類と表示の世界調和システム (GHS) 等の化学物質管理における既存および

検討中の国際規範に留意する必要がある。 
 
 このことから EU がこの時期に化学物質総合管理に係る既存法体系を抜本的に組み直して

REACH 規則の体系に変革した意義は、EU の既存法体系の課題を解決するだけに留まらず、む

しろ化学物質総合管理の世界的実現や WSSD の 2020 年目標の達成を目指す国際協調活動に対

して一つの具体策を提示したところに大きな意義があった。 
 それに対して 2009 年 5 月の化審法の改正は、REACH 規則と同様にその改正の必要性の論拠

として WSSD の 2020 年目標の達成を掲げていたものの、日本の化学物質関連法制の全体に係

るべき 2020 年目標を化審法の改正のみでどの様に達成できるかについて国民に説明していな

いだけでなく、WSSD の 2020 年目標の達成に密接に関係する SAICM (国際化学物質管理戦略

的方策) という国際合意との連動性についても何ら説明していない。この意味で 2009 年 5 月の

化審法改正は、国際協調を軽んじる国内的事情に捉われた行動にすぎず、本質的な点における

改善は何一つ図られていないと言わざるを得ない (星川他, 2009; 2011)。 
 このような状況から WSSD の 2020 年目標の達成に密接に関係する SAICM の包括的政策戦

略 (OPS) や世界行動計画 (GPA) における情報共有公開基盤の構築に係る規定を調べてみた 
(UNEP, 2006)。例えば、OPS の主要な課題分野の一つである「知識および情報」の必要性と目
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的に係る規定を例示すると付表６のとおりである。それらの規定はこの報文の２項で紹介した

REACH 規則前文の「透明性の確保」や「技術指針等の整備」の規定と対比して明らかなよう

に、SAICM の OPS の規定範囲は「知識および情報」に限定されてはいるものの、基本的には

REACH 規則と同じ方向の考え方である。 
言い換えると、化学物質総合管理の情報共有公開システムの在り方を検討するに当たっては、

EU が REACH 規則の下で確立した総合管理体系や情報共有公開システムを SAICM が指向す

る化学物質総合管理体系や情報共有公開基盤の 新かつ 善のモデルの一つであると見做し、

それを参考にすべきことを示している。つまり、日本の複雑に分散した規制法群をこのような

方向で体系的に整理統合した化学物質総合管理法制に基づいて社会の管理能力の強化に資する

情報共有公開基盤の在り方を構築することこそが、周辺諸国に比べても見劣りする事態に陥っ

ている日本の喫緊の課題である。 

６．まとめ 

 社会で取り扱われる化学物質のリスク管理の実態を関係行政当局と労働者、消費者、一般市

民など社会各層の関係者が共有しうる情報共有公開基盤の在り方を検討するため、典型的な化

学物質総合管理法制である REACH 規則を取り上げて情報共有公開の理念や方針・方策などに

ついて調査した。その結果明白になった注目すべきことは次のとおりである。第一は、EU の

REACH 規則と CLP 規則という包括的な化学物質管理法制の下では、社会において化学物質を

取り扱う当事者である個々の事業者が当局に提出する情報に基づいて、化学物質のハザード分

類・表示を含めて社会に流通する化学物質のリスク評価・管理に関する公開情報が作成され共

有されていることである。そして第二は、事業者と ECHA および加盟国当局と ECHA との間

で行われる REACH 規則の執行上の手続きを REACH-IT という情報管理システム上で一元的

に行う体制を整備して REACH 規則の運用の透明性を高度に確保していることであった。総括

的にいえば、化学物質管理に係る情報の一元的な公開によって幅広い関係情報の社会での共有

化が達成されていることにとりわけ注目する必要がある。 
 一方日本の現状は、一元的な情報共有公開システムが存在せず世界の流れから大きく遅れて

いるのみならず、分散的に存在する関係省庁のホームページにおける考え方や内容に関しても、

質的にも量的にも欧米から大きく遅れており、世界の潮流から乖離している。 
 それゆえ引き続き次報において、米国 TSCA や英国の事例を紹介し、それらを踏まえて日本

における今後の情報共有公開基盤の在り方について縦割り規制行政の抜本的な変革の必要性を

も含めて考察する予定である。 
 なおこの報文は、2010 年度科学研究費基盤研究(B)(一般)研究課題：「化学物質総合管理に係

るキャパシティー・ビルディング促進のための研究」の一環として行った研究に基づいており、

2011 年 9 月 30 日および 2012 年 3 月 7 日に開催された化学生物総合管理学会の第 8 回学術総

会および春季討論集会 (2012) における口頭発表に加筆・修正を加えたものである。 
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付  表 

 
１．REACH 規則第 10 条(a) の一般登録情報に関して附属書 VI に規定される書式 
1．登録者の一般情報 
 1. 登録者 
 1.1. 名称、住所、電話番号、Fax 番号、E-mail アドレス 
 1.2. 連絡担当者 
  1.3. 登録者の生産、使用の場所 
 2. データの共同提出 
 3. 4 条で指定する第三者 
  3.1. 名称、住所、電話番号、Fax 番号、E-mail アドレス 
  3.2. 連絡担当者 
2．物質特定の情報 
 1. 各物質の名称または識別名 
 1.1. IUPAC 命名法による名称または他の国際的化学物質名 
  1.2. その他の名称（慣用名、商品名、略称） 
  1.3. EINECS 番号または ELINCs 番号 
  1.4. CAS の名称および CAS 番号 
  1.5 その他の識別コード 
 2. 各物質の分子式および構造式に関する情報 
  2.1. 分子式および構造式（利用できれば Smiles 表記） 
  2.2. 光学活性および (立体)異性体の代表的比率に関する情報 
  2.3. 分子量または分子量範囲 
 3. 各物質の構成 
  3.1. 純度 (%) の程度 
  3.2. 異性体および副生物を含む不純物の性質 
  3.3. 主要な不純物の割合 (%) 
  3.4. 添加物（例；安定剤、防止剤）の性質と濃度の程度 (ppm, %) 
  3.5. スペクトルデータ (紫外線、赤外線、NMR、MS) 
 3.6. 高圧液体クロマトグラム、ガスクロマトグラム 
  3.7. 物質の確定および該当すれば不純物や添加物の確定のための分析法および適切な参照文献に

関する記述 
3．物質の製造および用途 (使用) に関する情報 
 1. 登録の暦年における登録者当たり年間の製造総量、登録の対象となる成形品の生産に使用される

総量もしくは輸入の推定総量 
 2. 製造者および成形品生産者の場合、製造および成形品生産に使用される工学的プロセスの簡潔な

記述 ＊プロセスの正確な詳細、とりわけ商業的に機密な性質の情報は要求されない。 
 3. 自らの用途 (使用) の数量 
 4. 物質が川下使用者に利用可能となる形態 (物質、調剤または成形品) もしくは物理状態、川下使用

者に利用可能となる調剤中の物質の濃度または濃度範囲および川下使用者に利用可能となる成形

品中の物質の量 
 5. 確定された用途 (使用) の簡潔な一般的記述 
 6. 物質の製造、成形品での使用および確定された用途に伴う廃棄物の量および構成に関する情報 
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 7.避けるべき用途 ＊安全データシート第 16 項を参照 
4．分類および表示 
 1. 指令 67/548/EEC 第 4，6 条の適用による物質のハザード分類 
 2. 指令 67/548/EEC 第 23, 24, 25 条の適用による物質のハザード表示 
 3. 指令 67/548/EEC 第 4 条(4)および指令 1999/45/EC 第 4-7 条の適用による特定の濃度限度値 
5．安全使用に関する手引き ＊第 31 条で安全データシートが要求される場合、それと一致する情報

であること 
 1. 応急措置 (安全データシート第 4 項) 
 2. 消火対策 (安全データシート第 5 項) 
 3. 事故漏洩対策 (安全データシート第 6 項) 
 4. 取扱いおよび貯蔵 (安全データシート第 7 項) 
 5. 輸送情報 (安全データシート第 14 項) 
 6. 曝露管理/個人保護 (安全データシート第 8 項) ＊安全データシートが要求されない場合、これ以

降の追加が要求される。 
 7. 安定性と反応性 (安全データシート第 10 項) 
 8. 廃棄の配慮 
  8.1. 排気の配慮 (安全データシート第 13 項) 
  8.2. 産業向けのリサイクルおよび廃棄方法に関する情報 
  8.3. 公衆向けのリサイクルおよび廃棄方法に関する情報 
6．製造者または輸入者当たり年間 1-10 トンで登録される物質への曝露に関する情報 
 1. 主要使用カテゴリー 
  1.1. (a) 産業的使用ないしは 
    (b) 専門的使用ないしは 
    (c) 消費者使用 
  1.2. 産業的および専門的使用の詳細 
    (a) 閉鎖系での使用ないしは 
    (b) 基材中または基材上への組込みでの使用ないしは 
    (c) 非分散的使用ないしは 
    (d) 分散的使用 
 2. 曝露の主要経路 
  2.1. ヒト曝露 
    (a) 経口ないしは   (b) 経皮ないしは   (c) 吸入 
  2.2. 環境曝露 
    (a) 水系ないしは      (b) 空気ないしは 
    (c) 固体廃棄物ないし  (d) 土壌 
 3. 曝露の様式 
  (a) 事故的/散発的ないしは   (b) 偶発的ないしは 
  (c) 連続的/頻発的 
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２．REACH 規則附属書 I に規定される化学物質安全報告書の書式 

Part A 
 1．リスク管理対策の概要 

2．リスク管理対策の実施に関する声明 
3．リスク管理方策の伝達に関する声明 

Part B 
 1．物質の特定情報および物理化学的性状 
 2．製造および用途 

 2.1. 製造 
2.2. 確定用途 

 2.3. 避けるべき用途 
 3．分類および表示 
 4. 環境中動態 (environmental fate) に係る性状 

 4.1. 分解性 
4.2. 環境分布 

 4.3. 生物蓄積性 
4.4. 二次的毒性 

 5. 健康ハザード評価 
 5.1. 体内動態 (toxicokinetics: 吸収、代謝、分布および排泄) 
 5.2. 急性毒性 
 5.3. 刺激性 
 5.3.1. 皮膚   5.3.2. 眼   5.3.3. 気道 
 5.4. 腐食性 
 5.5. 感作性 
 5.5.1. 皮膚   5.5.2. 呼吸器系 
 5.6. 反復投与毒性 
 5.7. 変異原性 
 5.8. 発がん性 
 5.9. 生殖毒性 
 5.9.1. 繁殖影響   5.9.2. 発生毒性 
 5.10 その他影響 
 5.11. DNELs の算定 

 6. 物理化学的性状起因の健康ハザード評価 
 6.1. 爆発性    6.2. 可燃性    6.3. 酸化ポテンシャル 

 7. 環境ハザード評価 
 7.1. 水コンパートメント (底泥を含む) 
 7.2. 陸コンパートメント 
 7.3. 大気コンパートメント 
 7.4.汚水処理システムの微生物活性 

 8. PBT および vPvB 評価 
 9. 曝露評価 

 9.1. [曝露シナリオ１の名称] 
 9.1.1. 曝露シナリオ      9.1.2. 曝露推定 
 9.2. [曝露シナリオ２の名称] 
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 9.2.1. 曝露シナリオ      9.2.2. 曝露推定 
  ・ 

 10. リスク判定 
 10.1. [曝露シナリオ１の名称] 
 10.1.1. 健康リスク 
  10.1.1.1. 作業者   10.1.1.2. 消費者   10.1.1.3. 環境経由の人間接曝露 
 10.1.2. 環境リスク 

10.1.2.1. 水コンパートメント (底泥を含む) 
10.1.2.2. 陸コンパートメント 

 10.1.2.3. 大気コンパートメント 
 10.1,4.4.汚水処理システムの微生物活性 

10.1. [曝露シナリオ２の名称] 
 10.1.1. 健康リスク 
  10.1.1.1. 作業者   10.1.1.2. 消費者   10.1.1.3. 環境経由の人間接曝露 
 10.1.2. 環境リスク 

10.1.2.1. 水コンパートメント (底泥を含む) 
10.1.2.2. 陸コンパートメント 

 10.1.2.3. 大気コンパートメント 
 10.1,4.4.汚水処理システムの微生物活性 

  ・ 
10.x. 全般的曝露 (関連する全ての排出／放出源の統合) 
 10.x. 健康 (全ての曝露経路の統合) 
 10.x. 1.1.  
 10.x. 環境 (全ての排出源の統合) 
 10.x. 2. 1.  

 



化学物質総合管理による能力強化策に関する研究（その 14） 
‐REACH 規則にみる化学物質総合管理の情報共有公開システム‐ 

化学生物総合管理学会 第 8 巻第 1 号 (2012.6)  4-26 頁 
連絡先：〒112-8610 文京区大塚 2-1-1  E-mail: y.hoshikawa@cbims.net 
受付日：2012 年 5 月 7 日  受理日：2012 年 6 月 25 日 
 

23

 
３．ECHA ウェブサイトに収載される技術指針等 
＝ 主に事業者のための手引き ＝ 
 1. 登録に関する手引き 

2. 附属書 V のための手引き 
3. 廃棄物および回収物質に関する手引き 
4. 事前登録に関する手引き 
5. データ共有に関する手引き 
6. 中間体に関する手引き 
7. モノマーおよびポリマーのための手引き 
8. SR&D (科学的研究開発) および PPORD (製品・工程研究開発) に関する手引き 
9. 分類および表示の通知に関する手引き 
10. 成形品中物質に係る要件の手引き 
11. 川下使用者のための手引き 
12. 認可申込書の作成に関する手引き 
13. 認可－社会‐経済分析に関する手引き 

＝ 主に当局のための手引き ＝ 
 1. 文書および物質の評価に関する手引き 

2. 分類表示調和の文書作成に関する手引き 
3. 高懸念物質 (SVHC) の確定に関する附属書 XV 文書作成のための手引き 
4. 附属書 XIV への物質収載 (認可対象物質) に関する手引き 
5. 制限のための附属書 XV 文書作成のための手引き 
6. 制限－社会‐経済分析に関する手引き 
7. 化学物質のリスクと安全使用に関する情報伝達に関する手引き 

＝ REACH 規則に特有な方法に関する手引き ＝ 
 1. REACH における物質の識別と呼称のための手引き 

2. 物質および混合物の分類、包装、表示に関する新規則の規定遵守方法に関する手引き 
3. 情報要件および化学物質安全評価 (CSA) に関する手引き ＊表９参照 
4. 評価の優先順位付けに関する手引き 
5. IUCLID (国際統合書式化学物質情報データベース) に関する手引き 

 
 
４．情報要件と化学物質安全評価に関する技術指針等 
Part A. 手引き体系の概説 
Part B. ハザード評価 
 Chapter R.2: 情報要件 

Chapter R.3: 情報収集 
Chapter R.4: 利用可能情報の評価 
Chapter R.5: 情報要件の適応 
Chapter R.6: QSARs と化学物質の類別 
Chapter R.7: エンドポイント別手引き 
Chapter R.7.1: 物理化学的性状；吸着／脱着 
Chapter R.7.2: 皮膚と眼刺激性／腐食性および呼吸器刺激性 
Chapter R.7.3: 皮膚と呼吸器感作性 
Chapter R.7.4: 急性毒性 
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Chapter R.7.5: 反復投与毒性 
Chapter R.7.6: 生殖と発生毒性 
Chapter R.7.7: 変異原性および発がん性 
Chapter R.7.8: 水系毒性；底泥生物への長期毒性 
Chapter R.7.9: 分解性／生分解性 
Chapter R.7.10: 生物濃縮性および生物蓄積性；鳥類への長期毒性 
Chapter R.7.11: 陸上生物への影響 
Chapter R.7.12: 体内動態 (toxicokinetics) に関する手引き 
Chapter R.7.13: 特有の検討が必要な物質 

 Chapter R.8: 健康評価のための用量 (濃度) - 反応の判定 
Chapter R.9: 物理化学的ハザード 
Chapter R.10: 環境影響のための 用量 (濃度) - 反応の判定 

Part C. PBT 評価 
 Chapter R.11: PBT/vPvB 評価 
Part D. 曝露シナリオの構築と様式 
 Chapter R.12: 使用の記述語システム 

Chapter R.13: リスク管理対策と操作条件 
Chapter R.14: 職業曝露推定 
Chapter R.15: 消費者曝露推定 
Chapter R.16: 環境曝露推定 
Chapter R.17: 成形品由来曝露の推定 
Chapter R.18: 廃棄物由来曝露の推定 

Part E. リスク判定 
 Chapter R.19: 不確定性分析 
Part F. 化学物質安全報告書 (CSR) 
Part G. 安全データシート (SDS) の拡張 
 Chapter R.20: 用語説明 
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５．CLP 規則の手引きに記載されるハザードの分類とカテゴリー 
Part 1: 分類および表示のための一般原則 
Part 2:物理的ハザード 
 2. 爆発性 (不安定な爆発性、区分 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) 
 3. 可燃性ガス (カテゴリー1, 2) 
 4. 可燃性エアゾール (カテゴリー1, 2) 
 5. 酸化性ガス (カテゴリー1) 
 6. 加圧ガス (圧縮ガス、液化ガス、冷蔵液化ガス、溶解ガス) 
 7. 可燃性液体 (カテゴリー1, 2, 3) 
 8. 可燃性固体 (カテゴリー1, 2) 
 9. 自己反応性の物質および混合物 (タイプ A, B, C, D, E, F, G,)(タイプ A, B) 
 10. 自然発火性の液体および固体 (カテゴリー1) 
 11. 自己発熱性の物質および混合物 (カテゴリー1, 2) 
 12. 水接触で可燃性ガス発生の物質および混合物 (カテゴリー1, 2, 3) 
 13. 酸化性の液体および固体 (カテゴリー1, 2, 3) (カテゴリー1, 2) 
 14. 有機過酸化物 (タイプ A, B, C, D, E, F, G,)(タイプ A-F) 
 15. 金属腐食性物質 (カテゴリー1) 
Part 3: 健康ハザード 
 1. 急性毒性 (カテゴリー1, 2, 3, 4) 
 2. 皮膚に腐食性／刺激性 (カテゴリー1A, 1B, 1C, 2) 
 3. 眼に重篤損傷／刺激性 (カテゴリー1, 2) 
 4. 呼吸器または眼に感作性 (カテゴリー1) 
 5. 生殖細胞変異原性 (カテゴリー1A, 1B, 2) 
 6. 発がん性 (カテゴリー1A, 1B, 2) 
 7. 生殖毒性 (カテゴリー1A, 1B, 2) 
 8. 特定標的臓器毒性－単回曝露 (STOT-SE) (カテゴリー1, 2) 
 9. 特定標的臓器毒性－反復曝露 (STOT-RE) (カテゴリー1, 2) 
 10. 吸気ハザード (カテゴリー1) 
Part 4: 環境ハザード 
 1. 水環境に有害性 急性 (カテゴリー1) 慢性 (カテゴリー1, 2, 3, 4) 
 2. オゾン層に有害性 
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６．SAICM の OPS (包括的政策戦略) における「知識および情報」の必要性と目的の記述 
必 要

性 
知識、情報および公民の認識は化学製品や成形品中の化学物質を含む化学物質の適正な管理の

ための政策決定の基礎として必要であり、以下のことが認められている。 
(a) 技術的な情報、ハザードとリスクの評価結果、社会経済学的な方法論さらには科学に基づく

規準、リスクの統一的な評価と管理の原則を開発して適用する手法は社会の全ての当事者に

利用可能にはなっておらず、また、この領域における科学研究のペースを速める必要がある。

(b) 地方の住民が容易に利用できる化学物質に関する明解で、アクセス可能な、時宜に適った適

切な情報が欠落している。 
目的 知識および情報に関する SAICM の目的は以下のとおりである。 

(a) 化学物質および化学物質管理に関する知識と情報が全ライフサイクルにわたって化学物質

を適度に評価して安全に管理するのに十分であることを確保する。 
(b) 全ての関係者のために以下のことを確保する。 

(i) 化学物質および製品中化学物質の全ライフサイクルにわたる情報が利用可能で、アク

セス可能で、使い易く、全ての関係者の必要に対して妥当で適切である。適切な種類

の情報には人の健康および環境に対する影響、物質固有の特性、考えられる用途、保

護対策および規制が含まれる。 
(ii) それらの情報は適切な言語でメディア、化学物質の分類・表示の世界調和システム 

(GHS) および国際合意の関連規定のハザード伝達の仕組みを用いて十分流布させる。

(c) 上記(b)項によって情報を利用可能にする際には、商業・産業の機密の情報や知識は国内の

法規またはそのような法規がない場合には国際的規定にしたがって確実に保護する。この項

の状況では、人および環境の健康や安全に関連する化学物質情報は機密とみなされるべきで

ない。 
(d) 客観的な科学情報はリスク評価および化学物質政策に係る政策決定に適切に統合させて利

用可能にする。この場合、政策決定には人の健康、とりわけ子供などの脆弱な小集団や環境、

特に影響を受け易い生態系に対する化学物質のハザードおよびリスクの評価に関連するも

のが含まれる。 
(e) 科学に基づく規準、リスクの評価および管理の手続きさらにはハザードとリスクの評価の結

果は社会の全ての当事者に利用可能にする。 
(f) 人および環境に対する化学物質の影響を評価するための客観的な科学的方法および情報に

ついて特に指標を用いる方式で利用可能にする。 
(g) 新たに発生した問題を含めて人および環境に対する化学物質の影響の確定と評価に関する

科学的研究のペースを速め、かつ、化学物質の制御技術、より安全な化学物質やよりクリー

ンなテクノロジーの開発および化学物質を用いない代替法や技術に関連する研究開発の実

行を確保する。 
(h) 化学物質の分類・表示の世界調和システム (GHS) に定められる共通的な定義と判断基準の

実行を促進する。 
(i) 化学物質の管理、調和および作業分担に関する 善の慣行を世界的に促進するため、OECD

のデータ相互受入れ、政府間組織の化学物質安全情報に関する IPCS データベース 
(INCHEM) など IOMC 参加機関が保有する既存のリスク抑制手法等を広く利用可能にす

る。 
(j) 懸念物質の世界的な不適切な管理が持続可能な発展に及ぼす財政的その他の影響に関する

知識と情報を作成する。 
 


