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はじめに 
 

スタンレーグループ（以降、当社と記す）は、本基準にて当社が調達する部品・材料に含有する

化学物質の管理基準を明確にし、当社製品および工程に禁止物質が混入することを防止する。 
 

１．適用範囲 
 

本基準は、当社が調達する製品を構成する全ての部品・材料・副資材・包装材等と、それらを納

入する取引先に適用する。 

また、部品・材料の組立及び加工（成形、表面処理等）を委託している取引先にも適用する。 

【対象部品・材料の例】 

   ・部品、ユニット、材料、取扱説明書など製品の付属品 

   ・製品に使用される副資材（粘着テープ、はんだ材料、接着剤、インク等）、また製品に 

付着もしくは残留する可能性がある副資材も含む。 

   ・取扱い説明書等を含む 

 

２．用語の定義 

１）含有 

物質が意図的であるか否かを問わず、当社製品を構成する部品・材料に添加、混入、付着す

ることを指す。 また、製造工程において意図せずに生成されるものも含む。 

２）意図的含有 

性能向上や特性変更等を目的として、部品・材料に故意に含有させることを指す。 

また、製造工程等で当該物質が使用され、最終製品に含有することが明らかな場合も、意図

的含有とみなす。 

３）不純物 

天然素材中に含有され精製過程で技術的に除去しきれない場合、または反応の過程で生じ技

術的に除去しきれない物質をいう。 

４）閾値（許容濃度） 

部品、材料に含まれる化学物質の、含有量もしくは含有濃度の最大許容値。 

部品中に複数の素材(材料)が含まれる複合部品の場合、含有濃度は部品全体を分母とした値

ではなく、対象物質を含有している均質素材（Homogeneous  Material)における濃度とする。 

５) 均質素材（Homogeneous Material） 

機械的に別々の素材（材料）に分離できない組成全体が均一な素材（材料）を指す。 

（例：金属合金、ポリマーアロイ、化合物等、塗料、接着剤、インキ、ペースト、樹脂ポリ

マー、ガラスパウダー、セラミックパウダー等） 

塗装、印刷、めっきが施された部品は素材の部分と塗料、インキ、めっき部分が機械的に分

離できるため、それぞれが均質素材となる。  ｢機械的な分離｣とはネジの取り外し、切断、

粉砕、研削、研磨等の機械的行為によって、素材（材料）が分離されることを指す。     

６）混合物 

２種類以上の物質が、そのまま混ざり合っている状態で、他の物質を使ったりしないで分離

（結晶・蒸留・昇華・ろ過等）できるもの。 
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７）ＣＭＳ（製品含有化学物質管理システム） 

Chemical substances Management System in Productsの略。 製品含有化学物質の管理を原

材料の調達から、生産、出荷の各プロセスにわたって適切な管理を実施すること。 当社で

はＪＡＭＰ発行の「製品含有化学物質管理ガイドライン」（第２版）に基づき定義する。 

８）ＪＡＭＡ/ＪＡＰＩＡ統一データシート 

ＪＡＭＡ(日本自動車工業会)、ＪＡＰＩＡ（日本自動車部品工業会）の合意のもとに標準化

された成分調査データシート。 

９）ＪＡＭＰ ＭＳＤＳｐｌｕｓ 

  ＪＡＭＰ（アーティクルマネジメント推進協議会）が推奨する製品中（物質・混合物）の含

有化学物質情報を伝達するための基本的な情報伝達シート。 

１０）ＪＡＭＰ ＡＩＳ 

  ＪＡＭＰが推奨する成形品中の含有化学物質情報を伝達するための基本的な情報伝達シート。 

１１）ＩＭＤＳ (International Material Data System) 

世界の主要な自動車メーカーが会員となり運営している材料と化学物質の情報を収集し、管

理するシステム。 

１２）ＧＡＤＳＬ（Global Automotive Declarable Substance List） 

  世界の自動車業界の申告対象物質リスト． http://www.gadsl.org/ 参照 

１３）ｃｈｅｍＳＨＥＲＰＡ ＣＩ 

  経済産業省が推奨しＪＡＭＰが運営する製品中（物質・混合物）の含有化学物質情報を 

伝達するための基本的な情報伝達シート。 

１４）ｃｈｅｍＳＨＥＲＰＡ ＡＩ 

  経済産業省が推奨しＪＡＭＰが運営する成形品中の含有化学物質情報を伝達するための 

基本的な情報伝達シート。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.gadsl.org/
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３．遵守事項 
当社では、禁止物質を含有する部品・材料を原則として購入しない。 

但し、表１の適用除外、表６と表８の要報告は除く。 

また、当社は製品化学物質管理基準を定め、取引先はこれを遵守すること。 

なお、当社の納入先である顧客からの製品化学物質管理基準が提示された場合はそれも遵守 

すること。 
 

  １）「スタンレー製品化学物質管理基準書」の遵守 

・当社が調達する原材料、部品、製品、副資材（製品に付着する場合）、包装材（以下、 

「物品」とする）に含有する化学物質、並びに製造段階で使用する化学物質について、 

「管理区分の定義」表１の通り「禁止（適用除外あり）」「禁止予定」及び「要報告」 

に区分し管理する。取引先は、本基準の要求事項を遵守すること。 

 ・管理区分が｢禁止｣でない物質でも、納入先国や地域(海外納入の場合等)において法規制が

ある場合は、当該法規制を遵守すること。（当社各事業部より個別に指示） 

≪表１ 管理区分の定義≫ 

  

管理区分             定義 

禁止 

納入品へ閾値を超えて含有してはならない。 

期日指定のある場合で既に期日を過ぎているものは、納入品へ閾値を超えて含有してはな

らない。 

閾値未満でも意図的含有がある場合は禁止と見なす。  

 

適用 

除外 

特定の用途に限って、納入品への含有を禁止しない。 

意図的に含有しているが例外として許容濃度以上含有する場合は含有とし報告しなけれ

ばならない。 

適用除外満了日が定められている場合、必ずその満了日以前で当社へ打ち上げ、 

両者協議の上、切替日を決定し切替を完了すること。 

禁止予定 これから禁止時期をむかえるものは、期日までに切替を完了すること。 

また、適用除外満了日が定められている場合、必ずその満了日以前で当社へ打ち上げ、 

両者協議の上、切替日を決定し切替を完了すること。 

閾値未満でも意図的含有がある場合は禁止予定と見なす。  

要報告 納入品へ意図的に含有している場合、当社に報告しなければならない。 

不純物等非意図的で許容濃度以上含有する場合は報告しなければならない。 
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２）図面への本基準書の遵守指示 

・当社は、当社の取引先への全ての図面又は仕様書に「最新のスタンレー製品化学物質管理基

準書を満足すること」を記載し、取引先への本基準書の遵守を指示する。 

さらに顧客からの製品化学物質管理基準が厳しい場合は顧客製品化学物質管理基準を当社か

ら提示し「最新の顧客製品化学物質管理基準を満足すること」と記載する。 

なお、図面又は仕様書に上記記載がない場合も本基準書は遵守しなければならない。 

   

３）製品含有化学物質管理システム（以下ＣＭＳと記す）の構築 

国内はもとより各国の法規制では、製品に含有する化学物質の管理が必要とされている。 

これらの要求に対応するため、各企業はサプライチェーンを通して製品に含有する化学物 

質について「適正で実効性のある管理」を行なうことが必要である。 

取引先は、当社が指定する「製品環境品質監査チェックシート」に基づきＣＭＳの構築及 

び改善をすること。 

・ＣＭＳの構築状況は年一回「製品環境品質監査チェックシート」に基づき自己評価（保管

期限は 3年とする）し、当社が要求した場合は提出すること。 

 商社機能の取引先については、取り扱い納入物品の製造メーカーに対し年一回「製品環境

品質監査チェックシート」に基づき自己評価（保管期限は 3年とする）することを指示し、

当社が要求した場合は提出すること。 

・当社評価の結果及び当社得意先の要望等により、製造工程への立ち入りおよび監査が必要 

となる場合がある。 

 

４) 製品含有化学物質調査、報告 

    ・当社に納入する製品・部品・材料・副資材・包装材等について当社の「スタンレー製品化

学物質管理基準書」等に基づき製品化学物質情報の調査、報告要求に従わねばならない。 

提出様式については「製品含有化学物質情報の提出様式」表２を基本とし調査依頼時に指

定する。  

また、その他の異なる様式での回答も可能とする場合がある。 

・各様式の最新版及び入力要領については、表２のＵＲＬより入手及び参照すること。 

・取引先において当社への納入品、納入予定物品に「禁止物質」の含有が確認されたときは、

すみやかに当社に報告しなければならない。 

・当社に提出された情報は当社内で共有し、当社における化学物質の管理および当社顧客か

らの調査への対応に活用し、法遵守のためスタンレー製品の情報として第三者に開示する

場合がある。 

 

 

 

 

 

  

基準？基準

書？ 
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≪表２ 製品含有化学物質情報の提出様式≫ 

提出様式 
提出基準 

備考 
物質・混合物 成形品 

ⓐＪＡＭＡ/ＪＡＰＩＡ 

統一データシート 

○ 

（車載機器） 

○ 

（車載機器） 

http://www.japia.or.jp/ 

ⓑＪＡＭＰ ＡＩＳ 
－ 

◆ 

（電子機器） 
http://www.jamp-info.com/ais 

ⓒＪＡＭＰ ＭＳＤＳ 

ｐｌｕｓ 

◆ 

（電子機器） 
－ 

http://www.jamp-info.com/msds 

ⓓｃｈｅｍＳＨＥＲＰＡ 

ＡＩ 
－ 

○ 

（電子機器） 
https://chemsherpa.net/chemSHERPA/tool/ 

ⓔｃｈｅｍＳＨＥＲＰＡ 

ＣＩ 

○ 

（電子機器） 
－ 

https://chemsherpa.net/chemSHERPA/tool/ 

ⓕＩＭＤＳ 

◆ 

（車載機器） 

◆ 

（車載機器） 

http://www.mdsystem.com/ 

ＩＭＤＳ データは、当社ＩＤ（７２５５） に送付 

の上、依頼担当者に、送付した旨をメールで連絡 

 

禁止物質の非含有証明書 ◆ ◆ 様式－１ 

分析データ ◆ ◆ 対象品、分析方法は別途連絡 

○：原則必須（ⓐⓓⓔのいずれかで回答）  

◆：必要に応じて依頼 

－：提出不要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.japia.or.jp/
http://www.jamp-info.com/ais
http://www.jamp-info.com/msds
http://www.mdsystem.com/
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５）含有濃度の算出について 

        ・禁止物質の含有濃度は「均質素材」ごとに算出する。製品の均質素材ごとの含有濃度が閾

値以下でなければならない。均質素材の具体例を図１に示す。 

        ・濃度計算の分母は「均質素材の質量」とする。濃度計算の分子は「均質素材に含まれる規

制対象物質の質量」とする。但し、金属化合物の場合は金属成分のみの重量に換算して算

出する。 

≪図１ 均質素材の具体例≫  

 

           

   

６）変化点における情報の管理について 

製品含有化学物質情報（提出様式ⓐ～ⓕ）について以下のような情報の変更が判明した場

合は、該当の提出様式を速やかに改定し、当社の窓口担当部門へ情報伝達すること。 

①法改正等により新たに管理対象物質（ＳＶＨＣなど）が追加された場合。 

②情報伝達内容（物質の含有量、材質情報など）に誤りが判明した場合。 

③川上企業（貴社の取引先）からの情報伝達内容に変更が生じた場合。 

④４Ｍ変化が生じた場合。 管理区分にかかわらず変化項目が「①設計変更」、「②材料変

更」、「③生産場所変更」、「④工程・製造条件の変更」等に該当する場合は、再調査も

しくは見直しを実施し、物質データの再提出をお願いします。  含有成分に変化があ

る場合は、以降、管理区分Ａでの対応をお願いします。（図２製品含有化学物質調査

フロー（４Ⅿ変化時）参照）。  

 
７）禁止物質の非含有保証について 

・当社は、管理区分にかかわらず、「禁止物質」の非含有を保証してもらうために「禁止物

質の非含有証明書」様式－１の提出を要求する場合がある。 
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≪図２：製品含有化学物質調査フロー（４Ｍ変化時）≫ 

二次取引先様 一次取引先様 スタンレー電気 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４Ｍ変化 

（変更指示や自社の変更） 

 

 

     

  

                           

              

 

 

 

            

 

     

 

 

        

      

 

 

 

 

 

 

        

    

        

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

変更指示 

・図面 

・仕様書 

変更依頼 

・変更予告書 

・変更サンプル 

・物質データ（※） 

合格 
※以降、品質管理（４Ｍ変化点管理）フローに基づき対応 

 

不合格 

変化項目 

 
① 

設計

変更 

③ 

生産 

場所 

変更 

④ 

工程･製造

条件変更 

② 

材料 

変更 

含有化学物質成分

の確認 

物質データの提出 

含有化学物質成分の再調査 

含有成分変化有無の確認 

変化有 変化無 

変更不可 
判定 

(「取引先における品質保証の手引書〔3-3〕変化点管理」

を参照) 

事前変更申請 

管理区分Ａで対応 物質データ提出 



  8   

８）その他遵守事項 

（１）資料提出のお願い 

   表３の提出資料は、必ず該当の提出タイミングで提出すること。 

尚、①②③の提出様式については、提出依頼時に当社より指示する。 

（２）情報の取り扱い 

入手した情報は、当社内で共有する。 

原則として、外部に対して公表することはないが、公表が必要な場合は相談の上で 

対応する。 

 

≪表３ 提出資料一覧≫  

取
り
組
み
項
目 

提出資料 

提出タイミング 

備考 

法
改
正 

（
管
理
対
象
物
質
追
加
時
） 

４
Ｍ
変
化
時 

個
別
依
頼 

定
期
（
一
回
／
一
年
） 

定
期
（
一
回
／
三
年
） 

新
規
取
引
開
始
時 

製
品
化
学
物
質
管
理
基
準
の
遵
守 

①製品環境品質監査チェックシート

（様式２） 

  〇   ○ 

・全ての取引先が対象 

・提出依頼時に当社が配布 

②製品含有化学物質データ 

○ 

 
 

 

○
（
※
） 

○    

・表２のＵＲＬより入手可能。 

 

ⓐJAMA/JAPIA統一データシート 

ⓑＪＡＭＰ ＡＩＳ 

ⓒＪＡＭＰ ＭＳＤＳ plus 

ⓓｃｈｅｍＳＨＥＲＰＡ ＡＩ 

ⓔｃｈｅｍＳＨＥＲＰＡ ＣＩ 

ⓕＩＭＤＳ 

③使用禁止物質の非含有証明書 

（様式－１） 

  ○ 

    

④分析データ 

  ○    

 

 ※管理区分にかかわらず４Ⅿ変化項目が「①設計変更」「②材料変更」、「③生産場所変更」、 

「④工程・製造条件の変更」等に該当する場合。 
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４．製品化学物質 

１）主要国法令 

    主要国の法令を表４に示す。禁止物質はこの法令を遵守し、管理対象範囲で明確にする。 

 

≪表４ 主要国の法令≫ 

地域 法令 規制、禁止物質 

日本 化審法 日本 化審法 第一種特定化学物質

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/ind

ex.html 

欧州 REACH規則 EU REACH 規則 (EC) No 1907/2006 

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals 

ELV指令 EU ELV 指令 2011/37/EU 

http://ec.europa.eu/environment/waste/elv/legislation_en.htm 

RoHS指令 EU RoHS 指令 2011/65/EU 

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm 
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２）車載製品 

（１）管理対象範囲 

当社が要求する車載製品の化学物質に対する管理対象範囲を表５に示す。 

   

≪表５ 車載製品管理対象範囲≫ 

管理対象範囲 規制 

GADSL 日米欧の自動車、自動車部品、化学メーカーなどが協同検討

して、自動車の原材料、部品等に含有される物質の国際的な

統一申告物質リストを参照すること。 

関係法令の原文（最新版）を確認すること。 

http://www.gadsl.org/ 

 

（２）管理区分 

管理対象基準の「禁止」、「禁止予定」及び「要報告」の管理区分を表６に示す。 

  車両の材料や部品に存在する報告物質は、下記により「Ｐ」もしくは「Ｄ」として表示される。 

 

≪ 表６ 管理区分≫ 

管理区分 対象物質 

禁止 

 

ＧＡＤＳＬで定める化学物質のうち、分類「Ｐ」及び「Ｄ／Ｐ」のうち「Ｐ」に

該当する化学物質、及び期日指定のあるもので既に満了日を過ぎた化学物質 

ELV（欧州廃車指令）で定める４物質（鉛、水銀、６価クロム・カドミウム）、 

及び適用除外で既に満了日を過ぎた化学物質 

特別管理対象物質として別表１で該当する化学物質、及び期日指定のあるもので

既に満了日を過ぎた化学物質 

禁止予定 ＧＡＤＳＬで定める化学物質のうち、分類「Ｐ」及び「Ｄ／Ｐ」のうち「Ｐ」に

該当する化学物質で期日指定のあるものでこれから満了日をむかえる化学物質 

ELV（欧州廃車指令）で定める４化学物質（鉛、水銀、６価クロム・カドミウム）

の適用除外でこれから満了日をむかえる化学物質 

特別管理対象物質として別表１で定める化学物質で期日指定のあるものでこれか

ら満了日をむかえる化学物質。 

要報告 ＧＡＤＳＬで定める化学物質のうち、分類「Ｄ」及び「Ｄ／Ｐ」のうち「Ｄ」に

該当する化学物質 

【分類の説明】  

Ｐ（Ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ）：法規制により禁止、又は含有してはならない。  

 Ｄ（Ｄｅｃｌａｒａｂｌｅ）：含有している場合、申告しなければならない。  

 Ｄ／Ｐ：使用用途もしくは納入先の要求次第でＰ又はＤのいずれかに分類される。  
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（３）ELV指令付属書Ⅱ適用除外用途 

  別表２に示す。 

詳細は以下関係法令の原文（最新版）を確認すること。 

   http://ec.europa.eu/environment/waste/elv/legislation_en.htm 

 

３）電機・電子製品 

（１）管理対象範囲 

当社が要求する電機・電子製品の化学物質に対する管理対象範囲を表７に示す。 

 

≪表７ 電機・電子製品管理対象範囲≫ 

管理対象範囲 規制 

chemSHERPA管理対

象物質 

日本 化審法 第一種特定化学物質 

米国 有害物質規制法（Toxic Substances Control Act：TSCA）禁止または制

限の対象物質（第 6 条） 

EU ELV 指令 2011/37/EU 

EU RoHS 指令 2011/65/EU ANNEX II 

EU POPs 規則 (EC) No 850/2004 ANNEX I 

EU REACH 規則 (EC) No 1907/2006 

Candidate List of SVHC for Authorisation（認可対象候補物質）および ANNEX 

XIV（認可対象物質） 

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

Global Automotive Declarable Substance List (GADSL) 

IEC 62474 DB Declarable substance groups and declarablesubstances 
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（２）管理区分 

化学物質の「禁止」、「禁止予定」及び「要報告」の管理区分を表８に示す。 

 

≪ 表８ 管理区分≫ 

管理区分 対象物質 

禁止 

 

chemSHERPA管理対象物質で定める禁止もしくは制限に該当する化学物質、及び期日指

定のあるもので既に満了日を過ぎている化学物質 

RoHSで定める 10化学物質（鉛、水銀、６価クロム、カドミウム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭

化ジフェニルエーテル、フタル酸ジニエチルへキシル、フタル酸ジブチル、フタル酸ブチルベ

ンジル、フタル酸ジイソブチル）及び適用除外で既に満了日を過ぎている化学物質 

特別管理対象物質として別表３で禁止に該当する化学物質 

禁止予定 chemSHERPA管理対象物質で定める禁止もしくは制限に該当する化学物質のうち期日指

定のあるものでこれから満了日をむかえる化学物質 

RoHSで定める 10化学物質の適用除外でこれから満了日をむかえる化学物質 

特別管理対象物質として別表３で禁止予定に該当する化学物質 

要報告 ・chemSHERPA管理対象物質で定める報告に該当する化学物質 

・特別管理対象物質として別表３で要報告に該当する化学物質 

 

（３）RoHS指令指令付属書Ⅲ適用除外用途 

  別表４に示す。 

詳細は以下関係法令の原文（最新版）を確認すること。 

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm 

（４）RoHS指令指令付属書Ⅳ適用除外用途 

別表５に示す。 

詳細は以下関係法令の原文（最新版）を確認すること。 

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm 
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４）包装材 

（１）管理対象範囲 

当社が要求する包装材の化学物質に対する管理対象範囲を表９に示す。 

   

≪表９ 包装材管理対象範囲≫ 

管理対象範囲 規制 

特殊重金属 ・EU包装廃棄物指令 94/62/EC 

・米国州の包装材重金属規制(ＴＩＰ) 

フタル酸エステル ・RoHS指令「2011/65/EU」 を修正する欧州委員会委任指令

「2015/863/EU」 

・EU REACH 規則 (EC) No 1907/2006 ANNEX XVII 

 （制限対象物質） 

 

（２）管理区分 

化学物質の「禁止」の管理区分を表１０に示す。 

 

≪ 表１０ 管理区分≫ 

管理区分 対象物質 

禁止 特別管理対象物質として別表６で禁止に該当する化学物質 

 

 

 

 

 

改定履歴 

 

版数 改定年月 主な改定内容 

第 1版 2019年 9月 2日 
・製品化学物質管理に関わる要求事項をグリーン調達ガイドライン
から分離し、スタンレー製品化学物質管理基準書として制定。 

 

【本書に関するお問い合わせ先】 

スタンレー電気株式会社 

環境企画管理室 環境法規管理課 ＴＥＬ：0463-80-3960 ＦＡＸ：0463-80-1926 

第１版 ２０１９年 ９月２日 

 

 

 

 

 

  



     

 

●スタンレーグリーン調達ガイドライン 11版と本基準書の主な変化点 

  本文 

  ・「３．遵守事項」追加 

   ※当社要求事項の明確化（ｐ3-8） 

   ※図面への本基準書の遵守指示（ｐ4） 

   ※「製品環境品質監査チェックシート」の当社への提出を 1回／年から要求時に変更（ｐ4） 

  ・「４．製品化学物質」追加 

   ※管理対象範囲と管理区分の明確化（ｐ9-13） 

 

  別表１ 特別管理対象物質（車載製品） 

  ・GADSL一覧から GADSL との差異がある物質へ変更 

   ※最新化とのズレ解消及び当社要求事項の明確化（ｐ14） 

 

  別表３ 特別管理対象物質（電機・電子製品） 

  ・「２．禁止予定」追加 

※ＰＦＯＡを禁止から禁止予定へ移行し、禁止期日を 2020年 7月 4日から 2020年 1月 4日へ 

変更 

   ※管理区分の明確化、禁止期日の適正化（ｐ25） 

  ・「３．要報告」に SVHC追加 

   ※SVHCの明確化（ｐ31） 

 

  別表４ RoHS指令付属書Ⅲ適用除外用途 

  ・AnnexⅢ改定（2019 年 2月）を反映 

   ※鉛及びカドミウムについて適用除外用途追加及び期限の見直し（ｐ34-37） 

 

  別表６ 特別管理対象物質（包装材） 

  ・フタル酸エステル（4種）追加 

   ※製品への移行性を配慮（ｐ42） 

 

  様式―１ 禁止物質の非含有証明書 

  ・スタンレー製品化学物質管理基準書を反映 

   ※対象の適正化（ｐ43） 



別表１　特別管理対象物質（車載製品）

以下にGADSLとの差異がある物質を示す。

ＧＡＤＳＬ管理区分 ｽﾀﾝﾚｰ管理区分

分類 分類

18

Asbestos

1332-21-4 D P

18
Actinolite

13768-00-8 D P

18
Tremolite

14567-73-8 D P

18
Anthophyllite

17068-78-9 D P

18
Actinolite

12172-67-7 D P

18
Crocidolite

132207-33-1 D P

97

Hexachlorobenzene

118-74-1 D/P P

非意図的を含め禁止 Japan Chemical Substance
Control Law [Class I]

153

PFOA, Perfluorooctanoic acids
C8F15O2H, its salts, esters, higher
homologues and precursors, all
members

all members D/P P

次の閾値以上での含有禁止
・成形品：1000ppm
・混合物：10ppm
・繊維、カーペット及びその他のコー
ティングされた部品中：1μg/m2

2020年1月4日以降は更に次の閾値
以上での含有禁止
・PFOAとその塩：25ppb
・PFOA関連物質：1000ppb

Norway (FOR-2004-06-01-922)
EU REACh Annex XVII
(Restriction with 04.07.2020)

169
Phenol, 2,4,6-tris(1,1-dimethylethyl)-

732-26-3 D/P P
非意図的を含め禁止 Japan Chemical Substance

Control Law [Class I]

Benzyl butyl phthalate (BBP)
(1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-butyl
2-(phenylmethyl) ester) 85-68-7 D/P P

Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
(1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-
bis(2-ethylhexyl) ester) 117-81-7 D/P P

Dibutylphthalate  (DBP)
(1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-
dibutyl ester) 84-74-2 D/P P

Diisobutylphthatlate (DiBP)
(1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-
bis(2-methylpropyl) ester ) 84-69-5 D/P P

220
Sulfur hexafluoride

2551-62-4 D/P P
意図的使用禁止 EC No. 842/2006

226
Tetrafluoro-methane

75-73-0 D/P P
意図的使用禁止 (EC) No. 842/2006

180

1つの物質が0.1%以上の濃度での含
有を
禁止
【二輪製品】
量産品、補用品とも２０１９年７月１日
からＰ（禁止）とする。

【四輪製品】
量産品、補用品とも２０２４年１月７日
からＰ（禁止）とする。

  (EC) No. 2018/2005 (REACH
Annex XⅦ)

GADSLＮｏ 物質 CAS-No. ｽﾀﾝﾚｰ基準（含有量、期限など）
関係する主な法規・規制など

（参考）

非意図的を含め禁止  (EC) No 552/2009 (REACH
Annex XⅦ)
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  ・ELV指令の付属書は継続的に改定されますので、最新版を確認する必要があります。

　・期限記載なしの項目は、現時点で有効期限なし。

Ｎｏ 適用除外用途 適用範囲と期限

1a
機械加工用途の鋼材および亜鉛めっき鋼中の、合金化元素として重量比0.35％
まで含まれる鉛

1b 連続亜鉛めっき鋼中の、合金化元素として重量比0.35％まで含まれる鉛
2016年1月1日以前に型式認証された車両、及びこれら
の車両のスペアパーツ

2(a) 機械加工用のｱﾙﾐ材≦2.0wt％ 2005.7.1までに上市した車両の交換用部品のみ

2(b) 1.5wt%以下の鉛を含むアルミニウム 2008.7.1までに上市した車両の交換用部品のみ

2(c)(ⅰ) 鉛を重量比最大0.4％含有する機械加工用途のアルミニウム合金 2021年に見直し

2(c)(ⅱ) 鉛を重量比最大0.4％含有する2(c)(i) に含まれないアルミニウム合金(1a) 2024年に見直し

3 4wt%以下の鉛を含む銅合金 2021年に見直し

4(a) ベアリング・シェル及びブッシュ 2008年7月1日以前に上市された車両のスペアパーツ

4(b)
エンジン、トランスミッション、エアコンのコンプ レッサ用途のベアリング・
シェル及びブッシュ

2011年 7月 1日まで、以 降は2011年7月1日以前に上
市された車両のスペア部品

5(a)
M1およびN1車両において推進用途のみに使用される高圧システムのバッテリー
中の鉛(2a)

2019年1月1日以前に型式承認された車両、及びこれら
の車両のスペアパーツ

5(b) 5(a)に含まれないバッテリー用途のバッテリー中の鉛 2021年に見直し

6 制振ダンパ
2016年1月1日以前に型式認証された車両、及びこれら
の車両のスペアパーツ

7(a)
ブレーキホース、燃料ホース、ベンチレーションホースのエラストマー加硫
剤・安定剤、及び シャーシ仕組みとエンジンマウントのエラストマー/メタル

2005年7月1日以前に上市された車のスペアーパーツ

7(b)
0.5wt%以下の鉛を含むブレーキホース、燃料ホース、ベンチレーションホース
のエラストマー加硫剤・安定剤、及び シャーシ仕組みとエンジンマウントのエ
ラストマー/メタル

2006年7月1日以前に上市された車のスペアーパーツ

7(c) 0.5wt%以下の鉛を含む、パワートレイン用途のエラストマーのための接着材 2009年7月1日以前に上市された車のスペアーパーツ

8(a)
電子回路基板に電気・電子部品を付けるためのはんだ中の鉛、及び電解アルミ
コンデンサ以外の部 品の端子・ピン・電子基板の表面処理中の鉛

2016年1月1日以前に型式認証された車両、及びこれら
の車両のスペアパーツ

8(b)
電子回路基板上のはんだ以外、又はガラス上のはんだ以外の電気装置のはんだ
中の鉛

2011年1月1日以前に型式認証された車両、及びこれら
の車両のスペアパーツ

8(c) 電解アルミコンデンサの端子の表面処理中の鉛
2013年1月1日以前に型式認証された車両、及びこれら
の車両のスペアパーツ

8(d) マスエアフローセンサーのガラス上のはんだ中の鉛
2015年1月1日以前に型式認証された車両、及びこれら
の車両のスペアパーツ

8(e) 高融点はんだ中の鉛（合金の鉛含有率 85%以上） 2019年に見直し

8(f)(a) コンプライアントピンコネクタシステム中の鉛
2017年1月1日以前に型式認証された車両、及びこれら
の車両のスペアパーツ

8(f)(b)
コンプライアントピンコネクタシステム以外で、自動車用ハーネスコネクタと
対になる部分中の鉛

2019年に見直し

8(g)
集積回路フリップチップパッケージ内の半導体ダイとキャリア間の電気的接合
用に使用されるはんだ中の鉛

2019年に見直し

■鉛及びその化合物

別表２　 ＥＬＶ指令付属書Ⅱ適用除外用途 

　合金中の鉛

　コンポーネント中の鉛および鉛化合物
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8(h)
チップサイズの投影面積が少なくとも1cm²以上で、シリコンチップ部の公称電
流密度が1A/mm²以上のパワー半導体アッセンブリ中のヒートシンクにヒートス
プレッダを接続するためのはんだに含まれる鉛

2016年1月1日以前に型式認証された車両、及びそれ以
降はこれらの車両のスペアパーツ

8(i) あわせガラスのはんだを除くガラス上の電気用途のはんだ中の鉛
2016年1月1日以前に型式認証された車両、及びそれ以
降はこれらの車両のスペアパーツ

8(j) あわせガラスのはんだ中の鉛
2020年1月1日以前に型式認証された車両、及びそれ以
降はこれらの車両のスペアパーツ

9 バルブシート
2003年7月1日以前に開発されたエンジンの型式用のス
ペア部品

10(a)

ガラスまたはセラミック中、ガラスまたはセラミック系母材の化合物中、ガラ
ス・セラミック材料中、ガラス・セラミック系母材の化合物中に鉛を含む電
気・電子部品。
この除外は、以下の鉛の使用についてはカバーしない。
　－電球のガラスと点火プラグの釉薬。10 b)、10 c)、10 d)に記載されている
部品の誘電体セラミック材料

10(b)
集積回路または個別の半導体の部品であるキャパシタのチタン酸ジルコン酸鉛
ベースの誘電体セラミック材料中の鉛。

10(c)
交流125Vまたは直流250V以下の定格電圧のキャパシタの誘電体セラミック材料
中の鉛。

2016年1月1日以前に型式認証された車両、及びこれら
の車両のスペアパーツ

10(d)
超音波ソナー中のセンサーの温度関連の誤差を補正するキャパシタの誘電体セ
ラミック材料中の鉛。

2017年1月1日以前に型式認証された車両、及びそれ以
降はこれらの車両のスペアパーツ

11 燃焼点火装置
2006年7月1日以前に型式認証された車両、及びこれら
の車両のスペアパーツ

12 排熱の回収によりCO2排出を減少させる自動車の制御用熱電素子材中の鉛
2019年1月1日以前に型式認証された車両、及びこれら
の車両のスペアパーツ

13(a) 腐食防止コーティング 2007年7月1日以前に上市された車両のスペアパーツ

13(b) シャーシ組立用のボルト・ナットの腐食防止コーティング 2008年7月1日以前に上市された車両のスペアパーツ

14
ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｶｰの吸収式冷蔵庫の炭素鋼の冷却ｼｽﾃﾑにおいて重量比0.75％未満の防
食材として。環境や利用者の健康や安全を損なわない他の冷却ｼｽﾃﾑ技術ができ
るまで（ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｶｰ市場で入手で可能）

15(a) ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ用のﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞﾗﾝﾌﾟ
2012年7月1日以前に型式認証された車両、及びこれら
の車両のスペアパーツ

15(b) インパネのディスプレイに使われる蛍光灯
2012年7月1日以前に型式認証された車両、及びこれら
の車両のスペアパーツ

16 電気自動車用のバッテリー 2008年 12月 31日以前に上市された車両のスペア部品

■カドミウムおよびその化合物

■六価クロムおよびその化合物

■水銀およびその化合物
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別表３　特別管理対象物質（電機・電子製品）

１．禁止

No. 物質群 主な法令 対 象 閾 値 使用例

1 カドミウム及び ・REACH 規則 すべて 0.01 重量% 顔料、耐食表面処理、

カドミウム化合物 　(EC)No.1907/2006 　 (100ppm) 電気および電子材料、

　の付属書 17 光学ガラス、安定剤、

・2011/65/EU 指令 めっき、樹脂用顔料、

蛍光灯、電極、はんだ、

電気接点、接点、

亜鉛めっき、PVC用安定剤

該当する化学物質の代表例（注１）

CAS No.

カドミウム 7440-43-9

酸化力ドミウム 1306-19-0

硫化力ドミウム 1306-23-6

塩化力ドミウム 10108-64-2

硫酸力ドミウム 10124-36-4

その他のカドミウム化合物 －

2 六価クロム化合物 ・2011/65/EU 指令 すべて 0.1 重量%(1,000ppm) 顔料、塗料、インキ、

触媒、めっき、

耐食表面処理、染料

・REACH 規則 皮膚に接触する 皮革の総乾燥重量の 皮革製品の鞣し剤

　(EC)No.1907/2006 皮革製成形品 0.0003重量%

　の付属書 17 または皮革製部品 （3ppm）

該当する化学物質の代表例（注１）

六価クロム化合物 CAS No.

酸化クロム(VI) 1333-82-0

クロム酸バリウム 10294-40-3

クロム酸力ルシウム 13765-19-0

クロム酸鉛（II） 7758-97-6

硫酸モリブデン酸クロム酸鉛(C.Ｉ.ピグメントレッド 104) 12656-85-8

C.Ｉ.ピグメントイエロー34 1344-37-2

クロム酸ナトリウム 7775-11-3

重クロム酸ナトリウム 10588-01-9

クロム酸ストロンチウム 7789-06-2

重クロム酸力リウム 7778-50-9

クロム酸力リウム 7789-00-6

クロム酸亜鉛 13530-65-9

クロム酸八水酸化五亜鉛 49663-84-5

ヒドロキシオクタオキソニ亜鉛酸ニクロム酸力リウム 11103-86-9

その他の六価クロム化合物 －

3 鉛及び鉛化合物 ・2011/65/EU 指令 下記に示す対象 0.1 重量% ゴム硬化剤、顔料、塗料、

以外のすべて (1,000ppm) 潤滑剤、光学材料、

快削合金、快削鋼、

・REACH 規則 子供が口に入れ 成形品またはその プラスチック安定剤、

　(EC)No.1907/2006 る可能性のある 接触可能部品中の CRTガラスのX線遮蔽、

　の付属書 17 成形品または 鉛の濃度として 電気はんだ材料、

その接触可能 0.05重量%（500ppm） メカはんだ材料、

部品 成形品またはその部品 硬化剤、加硫剤、

から鉛の放出速度 強誘電体材料、

として0.05µg/㎠/時 めっき、合金、

（0.05µg/g/時相当） 樹脂添加剤

　　①2016年6月1日より前に初めてEU域内で上市された成形品

　　②欧州議会及び理事会指令2011/65/EU（改正ＲｏＨＳ指令）の対象となる成形品

該当する化学物質の代表例（注１）

鉛／鉛化合物 CAS No.

鉛 7439-92-1

硫酸鉛(II) 7446-14-2

炭酸鉛 598-63-0

クロム酸鉛(II)                                                     7758-97-6

硫酸モリブデン酸クロム酸鉛(C.Ｉ.ピグメントレッド 104)                   12656-85-8

炭酸水酸化鉛（亜炭酸鉛）                                         1319-46-6

カドミウム／カドミウム化合物

1．上記の「REACH規則（EC）No.1907/2006付属書17 No.63については、以下の成形品には適用しない されません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（詳細は、官報「2015/628/EU」参照）
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No. 物質群 鉛／鉛化合物 CAS No.

3 鉛及び鉛化合物 酢酸鉛                                                           301-04-2

（続き） 酢酸鉛(II)、三水和物                                           6080-56-4

リン酸鉛                                                         7446-27-7

セレン化鉛                                                      12069-00-0

酸化鉛(IV)                                                       1309-60-0

酸化鉛(II、Ⅳ)                                                     1314-41-6

硫化鉛(II)                                                        1314-87-0

酸化鉛(II)                                                        1317-36-8

塩基性炭酸鉛(II)                                                  1319-46-6

炭酸水酸化鉛                                                    1344-36-1

リン酸鉛(II)                                                       7446-27-7

C.Ｉ.ピグメントイエロー34                                            1344-37-2

チタン酸鉛(II)                                                    12060-00-3

硫酸鉛                                                          15739-80-7

三塩基性硫酸鉛                                                 12202-17-4

ステアリン酸鉛                                                    1072-35-1

その他鉛化合物                                                      －

4 水銀 ・REACH 規則(EC)No.1907/2006 すべて ・0.1 重量%(1,000ppm) 蛍光灯、

及び水銀化合物   の付属書 17 電気接点材料、顔料、

・2011/65/EU 指令 耐食剤、スイッチ類、

高効率発光体、

抗菌処理

該当する化学物質の代表例（注１）

水銀／水銀化合物 CAS No.

水銀 7439-97-6

塩化第 2 水銀 33631-63-9

塩化水銀(II) 7487-94-7

硫酸水銀 7783-35-9

硝酸第 2 水銀 10045-94-0

酸化水銀(II) 21908-53-2

硫化第 2 水銀 1344-48-5

その他の水銀化合物 －

5 ポリ臭化ビフェニル類 ・2011/65/EU 指令 すべて 意図的添加（注２） 難燃剤

(PBB 類) ・化学物質の審査および

　製造等の規制に関する法律(化審法) 0.1 重量%

・REACH 規則(EC)No.1907/2006 (1,000ppm)

　の付属書 17

・ＰＯＰｓ条約　付属書Ⅰ

該当する化学物質の代表例（注１）

PBB 類 CAS No.

ポリ臭化ビフェニル類 59536-65-1

ジブロモビフェニル 92-86-4

2-ブロモビフェニル 2052-07-5

3-ブロモビフェニル 2113-57-7

4-ブロモビフェニル 92-66-0

トリブロモビフェニル 59080-34-1

テトラブロモビフェニル 40088-45-7

ペンタブロモビフェニル 56307-79-0

ヘキサブロモビフェニル 59080-40-9

ヘキサブロモ-1,1-ビフェニル 36355-01-8

ファイアーマスターFF-1(Firemaster FF-1) 67774-32-7

ヘプタブロモビフェニル 35194-78-6

オクタブロモビフェニル 61288-13-9

ノナブロモ-1,1'-ビフェニル 27753-52-2

デカブロモビフェニル 13654-09-6

6 ポリ臭化ジフェニル ・2011/65/EU 指令 すべて ・意図的添加（注２） 難燃剤

エーテル類 ・化学物質の審査および

(PBDE 類) 　製造等の規制に関する ・0.1 重量%
　法律(化審法) 　(1,000ppm)

・ＰＯＰｓ条約　付属書Ⅰ

該当する化学物質の代表例（注１）

PBDE 類 CAS No.

ブロモジフェニルエーテル 101-55-3

ジブロモジフェニルエーテル 2050-47-7

トリブロモジフェニルエーテル 49690-94-0

テトラブロモジフェニルエーテル 40088-47-9
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No. 物質群 PBDE 類 CAS No.

6 ポリ臭化ジフェニル ペンタブロモジフェニルエーテル 32534-81-9
エーテル類 ヘキサブロモジフェニルエーテル 36483-60-0
(PBDE 類)（続き） ヘプタブロモジフェニルエーテル 68928-80-3

オクタブロモジフェニルエーテル 32536-52-0

ノナブロモジフェニルエーテル 63936-56-1

デカブロモジフェニルエーテル 1163-19-5

7 ポリ塩化 ・化学物質の審査および すべて 意図的添加（注２） 絶縁油、潤滑油、

ビフェニル類 　製造等の規制に関する 電気絶縁材、溶媒、

(PCB 類) 　法律(化審法) 電解液、可塑剤、
および特定代替品 ・REACH 規則 防火材、難燃剤、

　(EC)No.1907/2006の付属書 17 誘電体シーラント

該当する化学物質の代表例（注１）

ポリ塩化ピフェニル類(PCB 類〉 CAS No.

ポリ塩化ビフェニル類(全ての異性体および同族体) 1336-36-3

モノメチル-テトラクロロ-ジフェニルメタン(Ugilec141) 76253-60-6

モノメチル-ジクロロ-ジフェニルメタン(Ugilec121,Ugilec21) 81161-70-8

モノメチル-ジブロモ-ジフェニルメタン(DBBT) 99688-47-8

8 ポリ塩化 ・REACH 規則 すべて 0.005 重量%(50ppm) 絶縁油、潤滑油、溶媒、

ターフェニル類 　(EC)No.1907/2006 の付属書 17 電気絶縁材、電解液、

(PCT 類) 　 可塑剤、防火材、

電線とケーブル用

コーティング剤、

誘電体シーラント

該当する化学物質の代表例（注１）

ポリ塩化ターフェニル類(PCT 類) CAS No.

PCT(ポリ塩化ターフェニル)(全ての異性体および同族体) 61788-33-8

9 ポリ塩化ナフタレン類 ・化学物質の審査および すべて 意図的添加（注２） 潤滑剤、塗料、

(塩素原子 2個以上) 　製造等の規制に関する 安定剤(電気特性、

(PCN 類) 　法律(化審法) 耐炎性、耐水性)
・ＰＯＰｓ条約　付属書Ⅰ 絶縁材、難燃剤

該当する化学物質の代表例（注１）

ポリ塩化ナフタレン CAS No.

ポリ塩化ナフタレン 70776-03-3

その他のポリ塩化ナフタレン －

10 短鎖塩素化パラフィン ・ＰＯＰｓ条約　付属書Ⅰ すべて 意図的添加（注２） PVC 用可塑剤、

類(C10～13) 難燃剤

（SCCPs）

該当する化学物質の代表例（注１）

短鎖塩素化パラフィン(C10-13) CAS No.

クロロアルカン C10-13 85535-84-8

クロロアルカン C10-12 108171-26-2

クロロアルカン C12-13 71011-12-6

クロロアルカン 61788-76-9

その他の短鎖塩素化パラフィン －

11 三置換有機スズ ・REACH 規則 すべて ・スズ元素として 安定剤、酸化防止剤、

化合物 　(EC)No.1907/2006の付属書 17 　0.1 重量% 抗菌抗かび剤、

・欧州委員会規則No.276/2010 　(1,000ppm) 防汚染剤、防腐剤、

・化学物質の審査および 意図的添加（注２） 抗かび剤、塗料、

　製造等の規制に関する 顔料、耐汚染剤

　法律(化審法)

該当する化学物質の代表例（注１）

三置換有機スズ化合物 CAS No.

トリフェニルスズ=N,N’-ジメチルジチオカルバマート 1803-12-9

トリフェニルスズ=フルオリド 379-52-2

トリフェニルスズ=アセタート 900-95-8

トリフェニルスズ=クロリド 639-58-7

トリフェニルスズ=ヒドロキシド 76-87-9

18380-71-7

トリフェニルスズ脂肪酸塩(C=9～11) 18380-72-8

47672-31-1

94850-90-5

トリフェニルスズ=クロロアセタート 7094-94-2

トリブチルスズ=メタクリラート 2155-70-6

ビス(トリブチルスズ)=フマラート 6454-35-9

トリブチルスズ=フルオリド 1983-10-4

ビス(トリブチルスズ)=2,3-ジブロモスクシナート 31732-71-5
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No. 物質群 三置換有機スズ化合物 CAS No.

11 三置換有機スズ トリブチルスズ=アセタート 56-36-0

化合物（続き） トリブチルスズ=ラウラート 3090-36-6

ビス(トリブチルスズ)=フタラート 4782-29-0

アルキル=アクリラート、メチル=メタクリラート、

およびトリブチルスズ=メタクリラートの共重合物(アルキル;C=8)

トリブチルスズ=スルファマート 6517-25-5

ビス(トリブチルスズ)マレアート 14275-57-1

1461-22-9

7342-38-3

トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラートおよびその類縁化合物

(トリブチルスズ=ナフテン酸)の混合物

トリブチルスズ=1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-デカヒドロ-7-イソプロピル

-1,4a-ジメチル-1-フェナントレンカルボキシラート及びその類縁化合物 26239-64-5

(トリブチルスズ=ロジンソルト)の混合物

その他の三置換有機スズ化合物 －

No. 物質群 主な法令等 対 象 閾 値 使用例

12 トリブチルスズ=オキシド・化学物質の審査および すべて ・意図的添加（注２） 防腐剤、防かび剤、

(TBTO) 　製造等の規制に関する 塗料、顔料、

　法律(化審法) 耐汚染剤、冷媒、

発泡剤、消火剤、洗浄剤

化学物質名 CAS No.

トリブチルスズ＝オキシド（TBTO） 56-35-9

13 ジブチルスズ化合物 ・REACH 規則 すべて スズ元素として、 PVC 用安定剤、

(DBT) 　(EC)No.1907/2006 の付属書 17 0.1 重量% シリコン樹脂および

・欧州委員会規則No.276/2010 (1,000ppm) ウレタン樹脂用の硬化触媒

該当する化学物質の代表例（注１）

ジブチルスズ化合物（DBT 類） CAS No.

ジブチルスズオキシド 818-08-6

ジブチルスズジアセタート 1067-33-0

ジブチルスズジラウレート 77-58-7

ジブチルスズマレエート 78-04-6

その他のジブチルスズ化合物 －

14 ジオクチルスズ化合物 ・REACH 規則 (a)皮膚と接触す スズ元素として、 PVC 用安定剤、

(DOT) 　(EC)No.1907/2006 の付属書 17 ることを意図する 0.1 重量% シリコン樹脂および

・欧州委員会規則 織物および皮革 (1,000ppm) ウレタン樹脂用の

　No.276/2010 製品 硬化触媒

(b)育児用品

(c)2 液性室温硬

化モールディング

キット(RTV-2 シ

ーラントモールデ

ィングキット)

該当する化学物質の代表例（注１）

ジオクチルスズ化合物（DBT 類） CAS No.

ジオクチルスズオキシド 870-08-6

ジオクチルスズジラウレート 3648-18-8

その他のジオクチルスズ化合物 －

15 オゾン層破壊物質 ・モントリオール議定書 すべて 意図的添加（注２） 冷媒、発泡剤、

消火剤、洗浄剤

該当する化学物質の代表例（注１）

オゾン層破壊物質 CAS No.

トリクロロフルオロメタン(CFC-11) 75-69-4

ジクロロジフルオロメタン(CFC-12) 75-71-8

塩化フッ化メタン(CFC-13) 75-72-9

ペンタクロロフルオロエタン(CFC-111) 354-56-3

テトラクロロジフルオロエタン(CFC-112) 76-12-0

1,1,2,2-テトラクロロ-1,2-ジフルオロエタン(CFC-112) 76-12-0

1,1,1,2-テトラクロロ-2,2-ジフルオロエタン(CFC-112a) 76-11-9

トリクロロトリフルオロエタン(CFC-113) 76-13-1

1,1,2-トリクロロ-1,2,2 トリフルオロエタン(CFC-113) 76-13-1

1,1,1-トリクロロ-2,2,2 トリフルオロエタン(CFC-113a) 354-58-5

ジクロロテトラフルオロエタン(CFC-114) 76-14-2

モノクロロペンタフルオロエタン(CFC-115) 76-15-3

ヘプタクロロフルオロプロパン(CFC-211) 422-78-6

135401-87-5

1,1,1,2,2,3,3-ヘプタクロロ-3-フルオロプロパン(CFC-211aa) 422-78-6

67772-01-4

トリブチルスズ=クロリド

85409-17-2
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No. 物質群 オゾン層破壊物質 CAS No.

15 オゾン層破壊物質 1,1,1,2,3,3,3-ヘプタクロロ-2-フルオロプロパン(CFC-211ba) 422-81-1

（続き） ヘキサクロロジフルオロプロパン(CFC-212) 3182-26-1

ペンタクロロトリフルオロプロパン(CFC-213) 2354-06-5

134237-31-3

テトラクロロテトラフルオロプロパン(CFC-214) 29255-31-0

1,2,2,3-テトラクロロ-1,1,3,3-テトラフルオロプロパン(CFC-214aa) 29255-31-0

1,1,1,3-テトラクロロ-2,2,3,3-テトラフルオロプロパン(CFC-214cb) 2268-46-4

トリクロロペンタフルオロプロパン(CFC-215) 1599-41-3

1,2,2-トリクロロペンタフルオロプロパン(CFC-215aa) 1599-41-3

1,2,3-トリクロロペンタフルオロプロパン(CFC-215ba) 76-17-5

1,1,2-トリクロロペンタフルオロプロパン(CFC-215bb) －

1,1,3-トリクロロペンタフルオロプロパン(CFC-215ca) －

1,1,1-トリクロロペンタフルオロプロパン(CFC-215cb) 4259-43-2

ジクロロヘキサフルオロプロパン(CFC-216) 661-97-2

クロロヘプタフルオロプロパン(CFC-217) 422-86-6

プロモクロロメタン(ハロン-1011) 74-97-5

ジブロモジフルオロメタン(ハロン-1202) 75-61-6

プロモクロロジフルオロメタン(ハロン-1211) 353-59-3

プロモトリフルオロメタン(ハロン-1301) 75-63-8

ジブロモテトラフルオロエタン(ハロン-2402) 124-73-2

テトラクロロメタン(四塩化炭素) 56-23-5

1,1,1-トリクロロエタン(メチルクロロホルム) 71-55-6

プロモメタン(臭化メチル) 74-83-9

プロモエタン(臭化エチル) 74-96-4

1-プロモプロパン(臭化 n-プロピル) 106-94-5

トリフルオロイオドメタン(ヨウ化トリフルオロメチル) 2314-97-8

クロロメタン(塩化メチル) 74-87-3

ジブロモフルオロメタン(HBFC-21 B2) 1868-53-7

プロモジフルオロメタン(HBFC-22 B1) 1511-62-2

プロモフルオロメタン(HBFC-31 B1) 373-52-4

テトラブロモフルオロエタン(HBFC-121 B4) 306-80-9

トリブロモジフルオロエタン(HBFC-122 B3)                                 －

ジブロモトリフルオロエタン(HBFC-123 B2)                              354-04-1

プロモテトラフルオロエタン(HBFC-124 B1)                              124-72-1

トリブロモフルオロエタン(HBFC-131 B3)                                   －

ジブロモジフルオロエタン(HBFC-132 B2)                                75-82-1

プロモトリフルオロエタン(HBFC-133 B1)                                421-06-7

ジブロモフルオロエタン(HBFC-14 1 B2)                                358-97-4

プロモジフルオロエタン(HBFC-142 B1)                                 420-47-3

プロモフルオロエタン(HBFC-151 B1)                                   762-49-2

ヘキサブロモフルオロプロパン(HBFC-221 B6)                              －

ペンタブロモジフルオロプロパン(HBFC-222 B5)                             －

テトラブロモトリフルオロプロパン(HBFC-223 B4)                            －

トリブロモテトラフルオロプロパン(HBFC-224 B3)                            －

ジブロモペンタフルオロプロパン(HBFC-225 B2)                          431-78-7

プロモヘキサフルオロプロパン(HBFC-226 B1)                        2252-78-0

ペンタブロモフルオロプロパン(HBFC-231 B5)                              －

テトラブロモジフルオロプロパン(HBFC-232 B4)                             －

トリブロモトリフルオロプロパン(HBFC-233 B3)                              －

ジブロモテトラフルオロプロパン(HBFC-234 B2)                             －

プロモペンタフルオロプロパン(HBFC-235 B1)                           460-88-8

テトラブロモフルオロプロパン(HBFC-241 B4)                               －

トリブロモジフルオロプロパン(HBFC-242 B3)                           70192-80-2

ジブロモトリフルオロプロパン(HBFC-243 B2)                            431-21-0

プロモテトラフルオロプロパン(HBFC-244 B1)                            679-84-5

トリブロモフルオロプロパン(HBFC-251 B3)                             75372-14-4

ジブロモジフルオロプロパン(HBFC-252 B2)                             460-25-3

プロモトリフルオロプロパン(HBFC-253 B1)                              421-46-5

ジブロモフルオロプロパン(HBFC-261 B2)                              51584-26-0

プロモジフルオロプロパン(HBFC-262 B1)                                 －

プロモフルオロプロパン(HBFC-271 B1)                                1871-72-3

ジクロロフルオロメタン(HCFC-21)                                      75-43-4

クロロジフルオロメタン(HCFC-22)                                      75-45-6

クロロフルオロメタン(HCFC-31)                                       593-70-4

テトラクロロフルオロエタン(HCFC-121) 134237-32-4

1,1,2,2-テトラクロロ-1-フルオロエタン(HCFC-121) 354-14-3

1,1,1,2-テトラクロロ-2-フルオロエタン(HCFC-121a) 354-11-0

トリクロロジフルオロエタン(HCFC-122) 41834-16-6

1,2,2-トリクロロ-1,1-ジフルオロエタン(HCFC-122) 354-21-2
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No. 物質群 オゾン層破壊物質 CAS No.

15 オゾン層破壊物質 1,1,2-トリクロロ-1,2-ジフルオロエタン(HCFC-122a) 354-15-4

（続き） 1,1,1-トリクロロ-2,2-ジフルオロエタン(HCFC-122b) 354-12-1

ジクロロトリフルオロエタン(HCFC-123) 34077-87-7

1,1-ジクロロ-2,2,2-トリフルロエタン(HCFC-123) 306-83-2

1,2-ジクロロ-1,1,2-トリフルロエタン(HCFC-123a) 354-23-4

90454-18-5

1,1-ジクロロ-1,2,2-トリフルロエタン(HCFC-123b 812-04-4

クロロテトラフルオロエタン(HCFC-124) 63938-10-3

2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン(HCFC-124) 2837-89-0

1-クロロ-1,1,2,2-テトラフルオロエタン(HCFC-124a 354-25-6

トリクロロフルオロエタン(HCFC-131) 27154-33-2;

(134237-34-6)

1,1,2-トリクロロ-2-フルオロエタン(HCFC-131) 359-28-4

1,1,2-トリクロロ-1-フルオロエタン(HCFC-131a) 811-95-0

1,1,1-トリクロロ-2-フルオロエタン(HCFC-131b) 2366-36-1

ジクロロジフルオロエタン(HCFC-132) 25915-78-0

1,2-ジクロロ-1,2-ジフルオロエタン(HCFC-132) 431-06-1

1,1-ジクロロ-2,2-ジフルオロエタン(HCFC-132a) 471-43-2

1,2-ジクロロ-1,1-ジフルオロエタン(HCFC-132b) 1649-08-7

1,1-ジクロロ-1,2-ジフルオロエタン(HCFC-132c) 1842-05-3

クロロトリフルオロエタン(HCFC-133) 1330-45-6

431-07-2

1-クロロ-1,2,2-トリフルオロエタン(HCFC-133) 1330-45-6

2-クロロ-1,1,1-トリフルオロエタン(HCFC-133a) 75-88-7

1-クロロ-1,1,2-トリフルオロエタン(HCFC-133b) 421-04-5

ジクロロフルオロエタン(HCFC-141) 1717-00-6

(25167-88-8)

1,2-ジクロロ-1-フルオロエタン(HCFC-141) 430-57-9

1,1-ジクロロ-2-フルオロエタン(HCFC-141a) 430-53-5

1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン(HCFC-141b) 1717-00-6

クロロジフルオロエタン(HCFC-142) 25497-29-4

2-クロロ-1,1-ジフルオロエタン(HCFC-142) 338-65-8

1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン(HCFC-142b) 75-68-3

1-クロロ-1,2-ジフルオロエタン(HCFC-142a) 338-64-7

クロロフルオロエタン(HCFC-151) 110587-14-9

1-クロロ-2-フルオロエタン(HCFC-151) 762-50-5

1-クロロ-1-フルオロエタン(HCFC-151a) 1615-75-4

ヘキサクロロフルオロプロパン(HCFC-221) 134237-35-7

29470-94-8

1,1,1,2,2,3-ヘキサクロロ-3-フルオロプロパン(HCFC-221ab) 422-26-4

ペンタクロロジフルオロプロパン(HCFC-222) 134237-36-8

1,1,1,3,3-ペンタクロロ-2,2-ジフルオロプロパン(HCFC-222ca) 422-49-1

1,2,2,3,3-ペンタクロロ-1,1-ジフルオロプロパン(HCFC-222aa) 422-30-0

テトラクロロトリフルオロプロパン(HCFC-223) 134237-37-9

1,1,3,3-テトラクロロ-1,2,2-トリフルオロプロパン(HCFC-223ca) 422-52-6

1,1,1,3-テトラクロロ-2,2,3-トリフルオロプロパン(HCFC-223cb) 422-50-4

トリクロロテトラフルオロプロパン(HCFC-224) 134237-38-0

1,3,3-トリクロロ-1,1,2,2-テトラフルオロプロパン(HCFC-224ca) 422-54-8

1,1,3-トリクロロ-1,2,2,3-テトラフルオロプロパン(HCFC-224cb) 422-53-7

1,1,1-トリクロロ-2,2,3,3-テトラフルオロプロパン(HCFC-224cc) 422-51-7

ジクロロペンタフルオロプロパン(HCFC-225) 127564-92-5

2,2-ジクロロ-1,1,1,1,3-ペンタフルオロプロパン(HCFC-225aa) 128903-21-9

2,3-ジクロロ-1,1,1,2,3-ペンタフルオロプロパン(HCFC-225ba) 422-48-0

1,2-ジクロロ-1,1,2,3,3-ペンタフルオロプロパン(HCFC-225bb) 422-44-6

3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2-ペンタフルオロプロパン(HCFC-225ca) 422-56-0

1,3-ジクロロ-1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン(HCFC-225cb) 507-55-1

1,1-ジクロロ-1,2,2,3,3-ペンタフルオロプロパン(HCFC-225cc) 13474-88-9

1,2-ジクロロ-1,1,3,3,3-ペンタフルオロプロパン(HCFC-225da) 431-86-7

1,3-ジクロロ-1,1,2,3,3-ペンタフルオロプロパン(HCFC-225ea) 136013-79-1

1,1-ジクロロ-1,2,3,3,3-ペンタフルオロプロパン(HCFC-225eb) 111512-56-2

クロロヘキサフルオロプロパン(HCFC-226) 134308-72-8

2-クロロ-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパン(HCFC-226da) 431-87-8

ペンタクロロフルオロプロパン(HCFC-231) 134190-48-0

1,1,1,2,3-ペンタクロロ-2-フルオロプロパン(HCFC-231bb) 421-94-3

テトラクロロジフルオロプロパン(HCFC-232) 134237-39-1

1,1,1,3-テトラクロロ-3,3-ジフルオロプロパン(HCFC-232fc) 460-89-9

トリクロロトリフルオロプロパン(HCFC-233) 134237-40-4

1,1,1-トリクロロ-3,3,3-トリフルオロプロパン(HCFC-233fb) 7125-83-9

ジクロロテトラフルオロプロパン(HCFC-234) 127564-83-4
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No. 物質群 オゾン層破壊物質 CAS No.

15 オゾン層破壊物質 1,2-ジクロロ-1,2,3,3-テトラフルオロプロパン(HCFC-234db) 425-94-5

（続き） クロロペンタフルオロプロパン(HCFC-235) 134237-41-5

1-クロロ-1,1,3,3,3-ペンタフルオロプロパン(HCFC-235fa) 460-92-4

テトラクロロフルオロプロパン(HCFC-241) 134190-49-1

1,1,2,3-テトラクロロ-1-フルオロプロパン(HCFC-241db) 666-27-3

トリクロロジフルオロプロパン(HCFC-242) 134237-42-6

1,3,3-トリクロロ-1,1-ジフオロプロパン(HCFC-242fa) 460-63-9

ジクロロトリフルオロプロパン(HCFC-243) 134237-43-7

1,1-ジクロロ-1,2,2-トリフルオロプロパン(HCFC-243cc) 7125-99-7

2,3-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロプロパン(HCFC-243db) 338-75-0

3,3-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロプロパン(HCFC-243fa) 460-69-5

クロロテトラフルオロプロパン(HCFC-244) 134190-50-4

3-クロロ-1,1,2,2-テトラフルオロプロパン(HCFC-244ca) 679-85-6

1-クロロー1,1,2,2-テトラフルオロプロパン(HCFC-244 ㏄) 421-75-0

トリクロロフルオロプロパン(HCFC-251) 134190-51-5

1,1,3-トリクロロ-1-フルオロプロパン(HCFC-251fb) 818-99-5

1,1,2-トリクロロ-1-フルオロプロパン(HCFC-251dc) 421-41-0

ジクロロジフルオロプロパン(HCFC-252) 134190-52-6

1,3-ジクロロ-1,1-ジフルオロプロパン(HCFC-252fb) 819-00-1

クロロトリフルオロプロパン(HCFC-253) 134237-44-8

3-クロロ-1,1,1-トリフルオロプロパン(HCFC-253fb) 460-35-5

ジクロロフルオロプロパン(HCFC-261) 134237-45-9

1,1-ジクロロ-1-フルオロプロパン(HCFC-261fc) 7799-56-6

1,2-ジクロロ-2-フルオロプロパン(HCFC-261ba) 420-97-3

クロロジフルオロプロパン(HCFC-262) 134190-53-7

1-クロロ-2,2-ジフルオロプロパン(HCFC-262ca) 420-99-5

2-クロロ-1,3-ジフルオロプロパン(HCFC-262da) 102738-79-4

1-クロロ-1,1-ジフルオロプロパン(HCFC-262fc) 421-02-3

クロロフルオロプロパン(HCFC-271) 134190-54-8

2-クロロ-2-フルオロプロパン(HCFC-271ba) 420-44-0

1-クロロ-1-フルオロプロパン(HCFC-271fb) 430-55-7

No. 物質群 主な法令等 対 象 閾 値 使用例

16 アスベスト類 ・REACH 規則 すべて 意図的添加（注２） ブレーキライニング

　(EC)No.1907/2006の付属書 17 パッド、絶縁体、充填材、

研磨剤、顔料、塗料、

タルク、断熱材

該当する化学物質の代表例（注１）

アスベスト類 CAS No.

アスベスト類 1332-21-4

アクチノライト 77536-66-4

アモサイト(Grunerite) 12172-73-5

アンソフィライト 77536-67-5

クリソタイル 12001-29-5

クロシドライト 12001-28-4

トレモライト 77536-68-6

17 一部の芳香族アミン ・REACH 規則 織物と皮革 仕上がり織物/ 顔料、染料、着色料

を生成する 　(EC)No.1907/2006の付属書 17 皮革製品の

アゾ染料・顔料 0.003 重量%

（注３） (30ppm)（注３）

該当する化学物質の代表例（注１）

特定アミン CAS No.

4-アミノビフェニル 92-67-1

ベンジジン 92-87-5

4-クロロ-2-メチルアニリン 95-69-2

2-ナフチルアミン 91-59-8

o-アミノアゾトルエン 97-56-3

5-ニトロ-o-トルイジン 99-55-8

p-クロロアニリン 106-47-8

2,4-ジアミノアニソール 615-05-4

4,4'-メチレンジアニリン 101-77-9

3,3'-ジクロロベンジジン 91-94-1

3,3'-ジメトキシベンジジン 119-90-4
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No. 物質群 特定アミン CAS No.

17 一部の芳香族アミン 3,3'-ジメチルベンジジン 119-93-7

を生成する 4,4'-ジアミノ-3,3'-ジメチルジフェニルメタン 838-88-0

アゾ染料・顔料 6-メトキシ-m-トルイジン 120-71-8

（続き） 4,4’-メチレン-ビス(2-クロロアニリン) 101-14-4

4,4’-オキシジアニリン 101-80-4

4,4'-ジアミノジフェニルスルフィド 139-65-1

o-トルイジン 95-53-4

4-メチル-m-フェニレンジアミン 95-80-7

2,4,5-トリメチルアニリン 137-17-7

o-アニシジン 90-04-0

4-アミノアゾベンゼン 60-09-3

No. 物質群 主な法令等 対 象 閾 値 使用例

18 パーフルオロオクタ ・化学物質の審査および 下記の除外用途 ・意図的添加（注２） フォトレジスト、

ンスルホン酸塩 　製造等の規制に関する を除くすべて 反射防止膜剤、フィルム、

（PFOS） 　法律(化審法) 紙、写真コーティング剤、

めっき用ミスト防止剤、

電気めっき工程で

使用される潤滑油

該当する化学物質の代表例（注１）

PFOS 化合物 CAS No.

パーフルオロオクタンスルホン酸（ＰＦＯＳ） 1763-23-1

パーフルオロオクタンスルホン酸アニオン 45298-90-6

パーフルオロ-1-オクタンスルホニルフルオライド 307-35-7

306975-62-2

Ｎ-エチル-Ｎ-[(ヘプタデカフルオロオクチル)スルホニル] 2991-51-7

パーフルオロオクタンスルホン酸カリウム塩 2795-39-3

パーフルオロオクタンスルホン酸アンモニウム塩 29081-56-9

リチウム＝パーフルオロオクタンスルホナート 29457-72-5

ヘプタデカフルオロオクタンスルホン酸・テトラエチルアミニウム 56773-42-3

除外用途

１．エッチング剤（圧電フィルタまたは無線機器が３メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信

　　することを可能とする化合物半導体の製造に使用するものに限る）の製造

２．半導体用のレジストの製造

３．業務用写真フィルムの製造

※メッキ用の表面処理剤またはその調整添加剤としての使用は、除外用途とはなりませんので注意が必要 です。

19 ジメチルフマレート ・REACH 規則 すべて 0.00001 重量% 殺虫剤、リクライニング、

（フマル酸ジメチル） 　(EC)No.1907/2006の付属書 17 (0.1ppm) マッサージチェアー

（DMF） を含む電子式レザー

シートの防かび処理

化学物質名 CAS No.

ジメチルフマレート（フマル酸ジメチル） 624-49-7

20 2-(2H-1,2,3-ベンゾト ・化学物質の審査および すべて 意図的添加（注２） 接着剤、塗料、印刷インキ、

リアゾール-2-イル)- 　製造等の規制に関する プラスチック、

4,6-ジ-tert-ブチル 　法律(化審法) インキリボン、

フェノール パテ、コーキングまたは

シール用充填材

化学物質名 CAS No.

2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール 3846-71-7

21 ヘキサブロモシ ・化学物質の審査および すべて ・意図的添加（注２） 主に発泡ポリスチレンと

クロドデカン（注４） 　製造等の規制に関する ある種の繊維に使用

（HBCD ）およびすべ 　法律(化審法) される難燃剤

ての主要ジアステ

レオ異性体

該当する化学物質の代表例（注１）

HBCD および全主要ジアステレオ異性体 CAS No.

25637-99-4

3194-55-6

α-ヘキサブロモシクロドデカン 134237-50-6

β-ヘキサブロモシクロドデカン 134237-51-7

γ-ヘキサブロモシクロドデカン 134237-52-8

rel-(1R,2S,5R,6S,9R,10S)-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン 4736-49-6

rel-(1R,2S,5R,6S,9S,10R)-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン 65701-47-5

(1R,2R,5R,6S,9S,10S)-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン 138257-17-7

(1R,2R,5R,6S,9R,10S)-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン 138257-18-8

2-[メチル[(ペルフルオロアルキル(炭素数4～8)スルホニル]アミノ]エチルアクリル
酸、塩化ビニリデンポリマー混合体の2-プロペン酸2-メチルデシルエステル

ヘキサブロモシクロドデカン(HBCD)
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No. 物質群 HBCD および全主要ジアステレオ異性体 CAS No.

21 ヘキサブロモシ (1R,2S,5S,6R,9S,10S)-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン 138257-19-9

クロドデカン（注４） (1R,2S,5S,6S,9S,10R)-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン 169102-57-2

（HBCD ）およびすべ (1R,2R,5S,6R,9R,10S)-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン 678970-15-5

ての主要ジアステ (1R,2S,5R,6S,9S,10S)-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン 678970-16-6

レオ異性体（続き） (1R,2R,5R,6S,9S,10R)-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン 678970-17-7

No. 物質群 主な法令等 対 象 閾 値 使用例

22 ・REACH 規則 皮膚又は口腔内 0.0001 重量% ゴム、可塑剤、プラス

　(EC)No1907/2006の付属書 17 に直接、長時間 (1ppm) チックの着色顔料

（PAH） または短時間で

繰り返し接触する

ゴムまたはプラス

チック部品

遊具を含む玩具 0.00005 重量%

及び保育用品用 (0.5ppm)

で、皮膚または

口腔内に直接、

長時間または短

時間で繰り返し接

触するゴムまたは

プラスチック部品

該当する化学物質の代表例（注１）

多環芳香族炭化水素（PAH） CAS No.

ベンゾ（a）ピレン（BaP） 50-32-8

ベンゾ（e）ピレン（BeP） 192-97-2

ベンゾ（a）アントラセン（BaA） 56-55-3

クリセン（CHR） 218-01-9

ベンゾ（b）フルオランテン（BbFA） 205-99-2

ベンゾ（i）フルオランテン（BjFA） 205-82-3

ベンゾ（k）フルオランテン（BkFA） 207-08-9

ジベンゾ（a,h）アントラセン（DBAhA） 53-70-3

２０１５年７月１日以降の納入品から適用対象とします。

23 フタル酸エステル ・ＲoＨS指令「2011/65/EU」 すべて ・0.1 重量% 可塑剤、染料、顔料

（4種） 　を修正する欧州委員会委任指令 　(1,000ppm) 塗料、インキ、接着剤

・フタル酸ビス 　「2015/863/EU」 潤滑剤

（２ｰエチルヘキシル）

 （ＤＥＨＰ）
・フタル酸ジブチル 化学物質名 CAS No.
　（ＤＢＰ） フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）（ＤＥＨＰ） 117-81-7

・フタル酸ブチル フタル酸ジブチル（ＤＢＰ） 84-74-2

ベンジル（ＢＢＰ） フタル酸ブチルべンジル（ＢＢＰ） 85-68-7

・フタル酸ジイソブチル フタル酸ジイソブチル（ＤＩＢＰ） 84-69-5

　（ＤＩＢＰ）
1,上記のＲｏＨＳ指令「2011/65/EU」を修正する欧州委員会委任指令「２０１５／８６３／ＥＵ」に関する

禁止事項の弊社納入品への適用開始時期は２０１８年７月２２日適用済。

ただし、カテゴリー8（医療機器）、カテゴリー9（工業用を含む監視及び制御機器）については

適用開始時期を２０２０年７月２２日からとする。

2．禁止予定

No. 物質群 HBCD および全主要ジアステレオ異性体 CAS No.

1 パーフルオロオクタン酸 ・REACH 規則 禁止

（PFOA） 　(EC)No1907/2006
の付属書 17 PFOAとその塩で25ppb以

該当する化学物質の代表例（注１）

CAS No.

パーフルオロオクタン酸 335-67-1

ペンタデカフルオロオクタン酸アンモニウム 3825-26-1

335-95-5

2395-00-8

335-93-3

ペンタデカフルオロオクチルフルオライド 335-66-0

メチルパーフルオロオクタン酸 376-27-2

エチルパーフルオロオクタン酸 3108-24-5

禁止事項の弊社納入品への適用開始時期は２０２０年１月４日からとする。

多環芳香族炭化水素

PFOA関連物質で1000ppb
以上

PFOA類

パーフルオロオクタン酸及びその塩

フッ素コーティング、撥水
剤、消火材、紙の表面処理
剤、樹脂改質剤(a)他の成分

(b)混合物
(c)成形品

化学物質
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3．要報告

No. 物質群 主な法令等 対 象 閾 値

1 1.2-ベンゼンジカル ・REACH 規則 すべて 0.1重量％ 可塑剤、染料、接着剤、潤滑剤、

ボン酸、炭素数７を 　(EC)No1907/2006 （1000ｐｐｍ） 顔料、インキ
主成分とする炭素数 の33条及び72条
6～8の分岐ジアルキ

ルエステル類

（ＤＩＨＰ）

2 1.2-ﾍﾞﾝｾﾞﾝｼﾞｬｶﾙﾎﾞﾝ ＲＥＡＣＨ規則 すべて 0.1重量％ 可塑剤、染料、接着剤、潤滑剤
酸、炭素数7～11の分 （ＥＣ）Ｎｏ.1907／2006の （1000ｐｐｍ） 顔料、インキ
岐および直鎖ｼﾞｱﾙｷﾙ 33条及び72条
ｴｽﾃﾙ類(DHNUP) （ＥＣ）Ｎｏ.1907／2006の

2011．06．20SVHC認可候補ﾘｽﾄ）

3 酸化ベリリウム ＣＬＰ規則　ＡＮＮＥＸ Ⅵ すべて 0.1重量％ セラミックス

（ＢｅＯ） （1000ｐｐｍ）

4 「4-[ﾋﾞｽ（4-ｼﾞﾒﾁﾙｱﾐﾉ (EC)No.1907/2006の33条 すべて 0.1重量％ インキ

ﾌｪﾆﾙ)ﾒﾁﾚﾝﾄ2.5-ｼｸﾛﾍ および7.2条 （1000ｐｐｍ）

ｷｻｼﾞｴﾝ-1-ｲﾘﾃﾞﾝ]ｼﾞﾒﾁ (2012.06.18SVHC認可候補ﾘｽﾄ）

ﾙｱﾝﾓﾆｳﾑｸﾛﾘﾄﾞ(別名

CＩﾍﾞｲｼｯｸﾊﾞｲｵﾚｯﾄ3) 化学物質名

「4-Iﾋﾞｽ(4-ｼﾞﾒﾁﾙｱﾐﾉﾌｪﾆﾙ)ﾒﾁﾚﾝﾄ2.5-ｼｸﾛﾍｷｻｼﾞｴﾝ-1-ｲﾘﾃﾞﾝ]ｼﾞﾒﾁﾙ

ｱﾝﾓﾆｳﾑｸﾛﾘﾄﾞ

5 ﾋﾞｽ（2-ﾒﾄｷｼｴﾁﾙ） REACH規則 すべて 0.1重量％ 電池の電解液

ｴｰﾃﾙ (EC)No.1907/2006の33条 （1000ｐｐｍ）

および7.2条

(2011.12.19SVHC認可候補ﾘｽﾄ）

化学物質名

ﾋﾞｽ(2-ﾒトキシｴﾁﾙ)ｴｰﾃﾙ

6 ﾌﾀﾙ酸ﾋﾞｽ（2-ﾒﾄｷｼｴﾁﾙ) REACH規則 すべて 0.1重量％ 可塑剤

(EC)No.1907/2006の33条 （1000ｐｐｍ）

および7.2条

(2011.12.19SVHC認可候補ﾘｽﾄ）

化学物質名

ﾌﾀﾙ酸ﾋﾞｽ（2-ﾒﾄｷｼｴﾁﾙ)

7 ﾎｳ酸 REACH規則 すべて 0.1重量％ ﾍﾞﾆﾔ板/圧縮木材の糊用添加

(EC)No.1907/2006の33条 （1000ｐｐｍ） 剤および難燃剤

および7.2条 ｱﾐﾉﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹脂の安定剤

(2010.6.18SVHC認可候補ﾘｽﾄ） 木材の防腐剤

木材、綿およびその他の植物

由来の材料中の難燃剤

化学物質名

ﾎｳ酸 10043-35-3

11113-50-1

CAS No.

117-82-8

CAS No.

1.2-ベンゼンジカルボン酸（ＤＩＨＰ）

化学物質名

1.2-ﾍﾞﾝｾﾞﾝｼﾞｶﾙﾎﾞﾝ酸(DHNUP)

CAS No.

1304-56-9

68515-42-4

酸化ベリリウム

化学物質名 CAS No.

CAS No.

71888-89-6

使用例

化学物質名 CAS No.

548-62-9

CAS No.

111-96-6
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No. 物質群 主な法令等 対 象 閾 値

8 臭素系難燃剤 ＪＩＳ709 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ材料 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ材料の臭素 ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ、ｺﾈｸﾀｰ、ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾓｰﾙﾄﾞ

(PBB類､PBDE類､ (ただし、積層 の含有合計で の封止剤中の難燃剤

HBCDを除く) ﾌﾟﾘﾝﾄ配線基板 0.1重量%(1000ppm）

(注５)を除く)

IPC-4101 積層プリント配線 積層板の臭素の 積層ﾌﾟﾘﾝﾄ配線基板

IEC61249-2-21 基板(注５) 含有合計で

0.09重量%(900ppm）

該当する化学物質の代表例（注１）

臭素系難燃剤（PBB類､PBDE類､HBCDを除く)

ﾎﾟﾘ(2.6-ｼﾞﾌﾟﾛﾓﾌｪﾆﾚﾝｵｷｼﾄﾞ)

ﾃﾄﾗﾃﾞｶﾌﾟﾛﾓ-P-ｼﾞﾌｪﾉｷｼﾍﾞﾝｾﾞﾝ

1.2-ﾋﾞｽ(2.4.6-ﾄﾘﾌﾟﾛﾓﾌｪﾉｷｼ)ｴﾀﾝ

3.5.3'.5'-ﾃﾄﾗﾌﾟﾛﾓﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA(TBBA)

TBBA(構造特定せず)

TBBA(ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝｵﾘｺﾞﾏｰ)

TBBA(TBBA-ｼﾞｸﾞﾘｼｼﾞﾙｴｰﾃﾙｵﾘｺﾞﾏｰ）)

TBBA(炭酸ｵﾘｺﾞﾏｰ)

TBBA炭酸ｵﾘｺﾞﾏｰ、ﾌｪﾉｷｼｴﾝﾄﾞｷｬﾌﾟﾄ

TBBA炭酸ｵﾘｺﾞﾏｰ、2.4.6-ﾄﾘﾌﾟﾛﾓﾌｪﾉｰﾙﾀｰﾐﾈｲﾃｨﾄﾞ

TBBAﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙAﾎﾞｽｹﾞﾝﾎﾟﾘﾏｰ

臭素化ｴﾎﾟｷｼﾚｼﾞﾝ､ﾄﾘﾌﾟﾛﾓﾌｪﾉｰﾙｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟﾄ

臭素化ｴﾎﾟｷｼﾚｼﾞﾝ､ﾄﾘﾌﾟﾛﾓﾌｪﾉｰﾙｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟﾄ

TBBA-(2.3-ｼﾞﾌﾟﾛﾓﾌﾟﾛﾋﾟﾙｴｰﾃﾙ）

TBBAﾋﾞｽ-(2-ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙﾙｴｰﾃﾙ）

TBBAﾋﾞｽ-(ｱﾘﾙｴｰﾃﾙ）

TBBAｼﾞﾒﾁﾙｴｰﾃﾙ

ﾃﾄﾗﾌﾟﾛﾓﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙS

TBBA-(2.3-ｼﾞﾌﾟﾛﾓﾌﾟﾛﾋﾟﾙｴｰﾃﾙ）

2.4ｼﾞﾌﾟﾛﾌｪﾉｰﾙ

2.4.6-ﾄﾘﾌﾟﾛﾓﾌｪﾉｰﾙ

ﾍﾞﾝﾀﾌﾟﾛﾓﾌｪﾉｰﾙ

2.4.6-ﾄﾘﾌﾟﾛﾓﾌｪﾆﾙｱﾘﾙｴｰﾃﾙ

ﾄﾘﾌﾟﾛﾓﾌｪﾆﾙｱﾘﾙｴｰﾃﾙ(構造特定ｾｽﾞ)

ﾃﾄﾗﾌﾟﾛﾓﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾒﾁﾙ

ﾃﾄﾗﾌﾟﾛﾓﾌﾀﾙ酸ﾋﾞｽ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)

2-(2-ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾄｷｼ)ｴﾁﾙ-2-ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾃﾄﾗﾌﾟﾛﾓﾌﾀﾚｰﾄ

TBPA､ｸﾞﾘｺｰﾙｰｱﾝﾄﾞﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ-ｵｷｼﾄﾞｴｽﾃﾙ

N.N'-ｴﾁﾚﾝ-ﾋﾞす-(ﾃﾄﾗﾌﾟﾛﾓ-ﾌﾀﾙｲﾐﾄﾞ)

エチレン-ﾋﾞｽ(5.6ｼﾞﾌﾟﾛﾓﾉﾙﾎﾞﾙﾅﾝ-2.3-ｼﾞｶﾙﾎﾞｷｼﾐﾄﾞ)

エチレン-ﾋﾞｽ(5.6ｼﾞﾌﾟﾛﾓ-2-ﾌﾞﾃﾝ-1.4-ｼﾞｵｰﾙ

ｼﾞﾌﾟﾛﾓﾈｵﾍﾞﾝﾁﾙｸﾞﾘｺｰﾙ

2.3-ｼﾞﾌﾟﾛﾓﾌﾟﾛﾊﾟﾉｰﾙ

ﾄﾘﾌﾟﾛﾓーﾈｵﾍﾞﾝﾁﾙｱﾙｺｰﾙ

ﾎﾟﾘﾄﾘﾌﾟﾛﾓｽﾁﾚﾝ

ﾄﾘﾌﾟﾛﾓｽﾁﾚﾝ

ｼﾞﾌﾟﾛﾓｰｽﾁﾚﾝ､PPｸﾞﾗﾌﾃｨﾄﾞ

ﾎﾟﾘｼﾞﾌﾟﾛﾓｽﾁﾚﾝ

ﾌﾟﾛﾓ/ｸﾛﾛﾊﾟﾗﾌｨﾝ類

ﾌﾟﾛﾓ/ｸﾛﾛｱﾙﾌｧｵﾚﾌｨﾝ

ﾌﾟﾛﾓｴﾁﾚﾝ

ﾄﾘｽ(2.3-ｼﾞﾌﾟﾛﾓﾌﾟﾛﾋﾟﾙ)ｲｿｼｱﾇﾙ酸

ﾄﾘｽ(2.4-ｼﾞﾌﾟﾛﾓﾌｪﾆﾙ)ﾌｫｽﾌｪｰﾄ

ﾄﾘｽ(ﾄﾘﾌﾟﾛﾓ-ﾈｵﾍﾞﾝﾁﾙ)ﾌｫｽﾌｪｰﾄ

塩素化､臭素化ﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ

ﾍﾟﾝﾀﾌﾟﾛﾓﾄﾙｴﾝ

ﾍﾟﾝﾀﾌﾟﾛﾓﾍﾞﾝｼﾞﾙﾌﾟﾛﾐﾄﾞ

臭素化､1.3-ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝﾎﾓﾎﾟﾘﾏｰ

ﾍﾟﾝﾀﾌﾟﾛﾓﾍﾞﾝｼﾞﾙｱｸﾘﾚｰﾄﾓﾉﾏｰ

ﾍﾟﾝﾀﾌﾟﾛﾓﾍﾞﾝｼﾞﾙｱｸﾘﾚｰﾄﾎﾟﾘﾏｰ

ﾃﾞｶﾌﾟﾛﾓｼﾞﾌｪﾆﾙｴﾀﾝ

ﾄﾘﾌﾟﾛﾓﾋﾋﾞｽﾌｪﾆﾙﾏﾚｲﾝｲﾐﾄﾞ

ﾃﾄﾗﾌﾟﾛﾓｼｸﾛｵｸﾀﾝ

1.2-ｼﾞﾌﾟﾛﾓ-4-(1.2-ｼﾞﾌﾟﾛﾓﾒﾁﾙ）ｼｸﾛﾍｷｻﾝ

TBPANaｿﾙﾄ

ﾃﾄﾗﾌﾟﾛﾓﾌﾀﾙ酸無水物

ｵｸﾀﾌﾟﾛﾓ-1.1.3-ﾄﾘﾒﾁﾙ-1-ﾌｪﾆﾙｲﾝﾀﾞﾝ(FR-1808)

その他の臭素系難燃剤

84852-53-9

59789-51-4

31454-48-5

3322-93-8

25357-79-3

632-79-1

125997-20-8

87-83-2

38521-51-6

68441-46-3

59447-55-1

59447-57-3

155613-93-7

-

19186-97-1

26040-51-7
20566-35-2

75790-69-1

68955-41-9

82600-56-4

171091-06-8

31780-26-4

118-79-6

608-71-9

3278-89-5

26762-91-4

55481-60-2

96-13-9

36483-57-5

57137-10-7

61368-34-1

32588-76-4

52907-07-0

3234-02-4

3296-90-0

593-60-2

52434-90-9

49690-63-3

4162-45-2

25327-89-3

37853-61-5

39365-79-5

42757-55-1

615-58-7

94334-64-2

71342-77-3

32844-27-2

139638-58-7

135229-48-0

21850-44-2

37853-59-1

79-94-7

30496-13-0

40039-93-8

70682-74-5

28906-13-0

使用例

CAS No.

69882-11-7

58965-66-5
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No. 物質群 主な法令等 対 象 閾 値

9 塩素系難燃剤 ＪＩＳ709 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ材料 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ材料の塩素 ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ、ｺﾈｸﾀｰﾊﾟｯｹｰｼﾞﾓｰﾙﾄﾞの

(ただし、積層 の含有合計で 封止剤中の難燃剤

ﾌﾟﾘﾝﾄ配線基板 0.1重量%(1000ppm）

(注５)を除く)

IPC-4101 積層プリント配線 積層板の塩素の 難燃剤

IEC61249-2-21 基板(注５) 含有合計で

0.09重量%(900ppm）

該当する化学物質の代表例（注１）

塩素系難燃剤

[2.2-ﾋﾞｽ(ｸﾛﾛﾒﾁﾙ)-1.3-ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｼﾞｲﾙ]ﾋﾞｽｵｷｼﾋﾞｽﾎｽﾎﾝ酸ﾃﾄﾗｷｽ(2-ｸﾛﾛ

ｴﾁﾙ)

ﾘﾝ酸ﾄﾘｽ(1-ﾒﾁﾙ-2-ｸﾛﾛｴﾁﾙ)

ﾘﾝ酸2.2-ﾋﾞｽ(ﾌﾟﾛﾓﾒﾁﾙ)-3-ｸﾛﾛﾌﾟﾛﾋﾟﾙ＝ﾋﾞｽ[2-ｸﾛﾛ-1-（ｸﾛﾛﾒﾁﾙ）ｴﾁﾙ］

その他の塩素系難燃剤

10 塩化ｺﾊﾞﾙﾄ(CoCl₂) REACH規則 すべて 0.1重量％ 水質汚濁検知用の空圧式制御盤

(EC)No.1907/2006の33条 （1000ｐｐｍ）

および7.2条

(2008.10.28SVHC認可候補ﾘｽﾄ）

化学物質名

塩化ｺﾊﾞﾙﾄ(CoCl₂)

11 五酸化二ヒ素 REACH規則 すべて 0.1重量％ 木材、金属、ｶﾞﾗｽ及びﾌﾟﾗｽﾁｯｸの

(EC)No.1907/2006の33条 （1000ｐｐｍ） 添加剤

および7.2条

(2008.10.28SVHC認可候補ﾘｽﾄ）

化学物質名

五酸化二ヒ素

12 三酸化二ヒ素 REACH規則 すべて 0.1重量％ 木材、金属、ｶﾞﾗｽ及びﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

(EC)No.1907/2006の33条 （1000ｐｐｍ） の添加剤

および7.2条

(2008.10.28SVHC認可候補ﾘｽﾄ）

化学物質名

三酸化二ヒ素

13 2.2'-ｼﾞｸﾛﾛ-4.4'-ﾒﾁﾚ REACH規則 すべて 0.1重量％ ポリウレタンの硬化剤

ﾝｼﾞｱﾆﾘﾝ(MOCA) (EC)No.1907/2006の33条 （1000ｐｐｍ）

および7.2条

(2011.12.19SVHC認可候補ﾘｽﾄ）

化学物質名

2.2'-ｼﾞｸﾛﾛ-4.4'-ﾒﾁﾚﾝｼﾞｱﾆﾘﾝ(MOCA)

14 N,N-ｼﾞﾒﾁﾙｱｾﾄｱﾐﾄﾞ REACH規則 すべて 0.1重量％ 未反応物質

(DMAC) (EC)No.1907/2006の33条 （1000ｐｐｍ）

および7.2条

(2011.12.19SVHC認可候補ﾘｽﾄ）

化学物質名

N,N-ｼﾞﾒﾁﾙｱｾﾄｱﾐﾄﾞ(DMAC)

CAS No.

1327-53-3

CAS No.

101-14-4

CAS No.

127-19-5

1303-28-2

使用例

CAS No.

38051-10-4

13674-84-5

66108-37-0

-

CAS No.

7646-79-9

CAS No.
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No. 物質群 主な法令等 対 象 閾 値

15 四ﾎｳ酸ﾆﾅﾄﾘｳﾑ無水 REACH規則 すべて 0.1重量％ ﾍﾞﾆﾔ板/圧縮木材の糊用添加

物及び水和物 (EC)No.1907/2006の33条 （1000ｐｐｍ） 剤および難燃剤

および7.2条 ｱﾐﾉﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹脂の安定剤

(2010.6.18SVHC認可候補ﾘｽﾄ） 木材の防腐剤

該当する化学物質の代表例（注１）

四ﾎｳ酸ﾆﾅﾄﾘｳﾑ無水物及び水和物

四ﾎｳ酸ﾆﾅﾄﾘｳﾑ10水和物(ﾎｳ砂)

四ﾎｳ酸ﾆﾅﾄﾘｳﾑ

四ﾎｳ酸ﾆﾅﾄﾘｳﾑ5水和物

四ﾎｳ酸ﾆﾅﾄﾘｳﾑ水和物

16 フッ素系温室効果ｶﾞｽ IEC62474 対象となるｶガス 意図的添加(注２) 冷媒、吹き付け剤、消火剤、

(HFC､PFC､SF₆) 及び製品は以下を 洗浄剤、絶縁材、苛性ガス

参照

該当する化学物質の代表例（注１）

化学物質名 CAS No. ＧＷＰ(※1)

ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ類(HFCｓ)

ﾄﾘﾌﾙｵﾛﾒﾀﾝ(HFC-23） 75-46-7 14,800

ｼﾞﾌﾙｵﾛﾒﾀﾝ(HFC-32) 75-10-5 675

ﾌｯ化ﾒﾀﾙ(HFC-41) 593-53-3 92

ﾍﾟﾝﾀﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ(HFC-125) 354-33-6 3,500

1.1.2.2-ﾃﾄﾗﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ(HFC-134) 359-35-3 1,100

1.1.1.2-ﾃﾄﾗﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ(HFC-134ａ) 811-97-2 1,430

1.1..2-ﾃﾄﾗﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ(HFC-143) 430-66-0 353

1.1..1-ﾃﾄﾗﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ(HFC-143ａ) 420-46-2 4,470

1.2-ｼﾞﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ(HFC-152) - 53

1.1-ｼﾞﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ(HFC-152ａ) 75-37-6 124

ﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ(HFC-161) - 12

1.1.12.3.3.3-ﾍﾌﾟﾀﾌﾙｵﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ(HFC-227ea) 431-89-0 3,220

1.1.1.2.2.3-ﾍｷｻﾌﾙｵﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ(HFC-236cb) 677-56-5 1,340

1.1.1.2.3.3-ﾍｷｻﾌﾙｵﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ(HFC-236ea) 431-63-0 1,370

1.1.1.3.3.3-ﾍｷｻﾌﾙｵﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ(HFC-236fa) 690-39-1 9,810

1.1.2.2.3-ﾍｷｻﾌﾙｵﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ(HFC-245ca) 679-86-7 693

1.1.1.3.3-ﾍｷｻﾌﾙｵﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ(HFC-245fa) 460-73-1 1,030

1.1.1.3.3-ﾍｷｻﾌﾙｵﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ(HFC-365mfc) 406-58-6 794

1.1.1.2.2.3.4.5.5.5-ﾃﾞｶﾌﾙｵﾛﾍﾟﾝﾀﾝ(HFC-43-10mee) 138495-42-8 1,640

ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ類(PFCs)

ﾃﾄﾗﾌﾙｵﾛﾒﾀﾝ(4ﾌｯ化炭素､PFC-14) 75-73-0 7,300

ﾍｷｻﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ(PFC-116) 76-16-4 12,200

ｵｸﾀﾌﾙｵﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ(PFC-218） 76-19-7 8,830

ﾃﾞｶﾌﾙｵﾛﾌﾞﾀﾝ(PFC-31-10) 355-25-9 8,860

ﾄﾞﾃﾞｶﾌﾙｵﾛﾍﾞﾝﾀﾝ(PFC-41-12) 678-26-2 9,160

ﾃﾄﾗﾃﾞｶﾌﾙｵﾛﾍｷｻﾝ（PFC-51-14) 355-42-0 9,300

ｵｸﾀﾌﾙｵﾛｼｸﾛ(PFC－c318) 115-25-3 10,300

その他のﾊﾟｰﾌﾙｵﾛ化合物

六ﾌｯ化硫黄(SF₆) 2551-62-4 22,800

(※1）ＧＷＰ（Global Warming Potential）地球温暖化係数

対象となるガス及び製品

対象製品
製品に含まれる

ガス
ＧＷＰ（※2） 禁止時期

再充填が不可能な容器 HFCｓ､PFCs､SF₆ - 禁止済

開放系直接蒸発システム HFCｓ､PFCs - 禁止済

PFCs - 禁止済

HFC-23 - 2016.1.1

家庭用の窓 HFCｓ､PFCs､SF₆ - 禁止済

家庭用以外の窓 HFCｓ､PFCs､SF₆ - 禁止済

履物 HFCｓ､PFCs､SF₆ - 禁止済

ﾀｲﾔ HFCｓ､PFCs､SF₆ - 禁止済

単一成分の発泡剤（EU各国の安全基準を満たすため

満たすために必要な場合を除く）

娯楽や装（(EC)No1907/2006付属書ⅩⅦのNo

40に例示あり）を目的に市販されるｴｱﾛｿﾞﾙ

発生器及びｼｸﾞﾅﾙﾎｰﾝ

家庭用冷蔵庫及び冷凍庫 HFCｓ ≧150 2015.1.1

使用例

CAS No.

1303-96-4
1330-43-4

12179-04-3

12267-73-1

消火装置

HFCｓ､PFCs､SF₆ ≧150 禁止済

HFCｓ ≧150 禁止済
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No. 物質群 対象製品
製品に含まれる

ガス
ＧＷＰ（※2） 禁止時期

16 フッ素系温室効果ｶﾞｽ 業務用冷蔵庫及び冷蔵庫（密閉販売の機器） ≧2500 2020.1.1

(HFC､PFC､SF₆) ≧150 2022.1.1

続き 定格出力40kw以上の業務用ﾏﾙﾁﾊﾟｯｸ集中冷却

ｼｽﾃﾑ（GWPが1500以下のﾌｯ素系温室効果ｶﾞｽ

が使用されるｶｽｹｰﾄﾞｼｽﾃﾑの主要冷媒回路を除く）

ﾕｰｻﾞｰにより部屋間で移動できるｶﾞｽ密閉式の

室内空調機器

3kg未満のﾌｯ素系温室効果ｶﾞｽを含む単一分離

型空調ｼｽﾃﾑ

発泡剤　（EU各国の安全基 押し出し成形され

準を満たすために必要な たﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(XPS)

場合を除く) その他発泡剤 2023.1.1

ﾃｸﾉｴｱﾛｿﾞﾙ

（EU各国の安全基準を満たすために必要な場合 2018.1.1

または、医療用途の場合を除く)

(※2)混合物のGWP値の計算方法はEU規則Ｎｏ.517/2014のANNEX Ⅳを参照

17 ホルムアルデヒド 米国/ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州 複合木材（合板、 意図的添加(注２) ｽﾃﾚｵｷｬﾋﾞﾈｯﾄ､ｷｵｽｸ囲い

CARB規則 ﾊﾟ^-ﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ、

米国連邦法 中密度ﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾞ

111-199／TSCA　601項 ｰﾄﾞ）製品または

部品

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ-BGBＩ　1990/194 織物 0.0075重量％ 織物

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ規制52、1990.2.12 （75ｐｐｍ）

ﾘﾄｱﾆｱ衛生基準　HN96-2000

（衛生基準及び規制）

化学物質名

ホルムアルデヒド

18 ﾆｯｹﾙ（注6） REACH規制 長時間皮膚に接 意図的添加（注2.6） ｽﾃﾝﾚｽ鋼、めっき：長時間皮膚

(EC)No1907/2006の付属書17 する場合はすべて 接触の適用例：ﾍｯﾄﾞﾎｰﾝ

化学物質名

ﾆｯｹﾙ

19 過塩素酸塩 米国ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州　過塩素酸 すべて 0.0000006重量％ ｺｲﾝｾﾙ電池

塩汚染防止法2003 （0.006ｐｐｍ）

化学物質名

過塩素酸塩

その他の過塩素酸塩化合物

20 ﾌﾀﾙ酸ｴｽﾃﾙ類 REACH規制 子供の口に入る 可塑化した材料の 可塑剤、染料、顔料、塗料、

ｸﾞﾙｰﾌﾟ2（注7） (EC)No1907/2006の付属書17 玩具または 0.1重量％ ｲﾝｷ、接着剤、潤滑剤

(DIDP､DINP、DNOP) 育児用品 （1000ｐｐｍ）

米国の家庭用品安全性

向上法

該当する化学物質の代表例（注１）

ﾌﾀﾙ酸ｴｽﾃﾙ類

フタル酸ジ-ｎ－オクチル（ＤＮＯＰ）

（注）報告要件は、上記に掲載されている全ての物質の合計値に適用。

フタル酸ジイソノニル（ＤＩＮＰ）

フタル酸ジイソデシル（ＤＩＤＰ）

HFCｓ ≧150

117-84-0

68515-48-0

28553-12-0

68515-49-1

76761-40-0

CAS No.

-

HFCｓ､PFCs､SF₆ ≧750 2025.1.1

HFCｓ ≧150
2020.1.1

7791-03-9

CAS No.

7440-02-0

CAS No.

50-00-0

CAS No.

HFCｓ

HFCｓ､PFCs､SF₆ ≧150 2022.1.1

HFCｓ ≧150 2020.1.1
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No. 物質群 主な法令等 対 象 閾 値

21 ｱﾙﾐﾉ珪酸塩、耐火ｾﾗ REACH規制 すべて 0.1重量％ 高温試験装置の断熱材

ﾐｯｸ繊維 (EC)No1907/2006の33条 （1000ｐｐｍ）

および7.2条(2011.12.19

SVHC認可候補ﾘｽﾄ）

ｱﾙﾐﾉ珪酸塩、耐火ｾﾗﾐｯｸ繊維

ｱﾙﾐﾉ珪酸塩、耐火ｾﾗﾐｯｸ繊維は、

「物質及びそれらの混合物の分類、表示及び包装に関する2008年

12月16日欧州会議及び理事会規則（ＥＣ）Ｎｏ.1272/2008」の付属書Ⅵ

、第3部、表3.1中に、インデックス番号650-017-00-8として包含される

繊維で、以下の3つの条件を満たしている場合に該当する。

ａ）アルミニウムおよび珪素の酸化物であり、不定な濃度で（繊維中に）

含有する主要な成分であること。

ｂ）繊維は、その長さ加重幾何平均径からその標準誤差の2培値を引い

た値が6マイクロメータ（μｍ）以下であること。

ｃ）アルカリ性酸化物およびアルカリ土類金属の酸化物

（Ｎａ₂Ｏ+Ｋ₂Ｏ+ＣａＯ+ＭｇＯ+ＢａＯ）の含有が重量比で18％以下であること。

22 ｼﾞﾙｺﾆｱｱﾙﾐﾉ珪酸塩 REACH規制 すべて 0.1重量％ 高温試験装置の断熱材

、耐火ｾﾗﾐｯｸ繊維 (EC)No1907/2006の33条 （1000ｐｐｍ）

および7.2条(2011.12.19

SVHC認可候補ﾘｽﾄ）

ｱﾙﾐﾉ珪酸塩、耐火ｾﾗﾐｯｸ繊維

ｼﾞﾙｺﾆｱｱﾙﾐﾉ珪酸塩、耐火ｾﾗﾐｯｸ繊維は、

「物質及びそれらの混合物の分類、表示及び包装に関する2008年

12月16日欧州会議及び理事会規則（ＥＣ）Ｎｏ.1272/2008」の付属書Ⅳ

、第3部、表3.1中に、インデックス番号650-017-00-8として包含される

繊維で、以下の3つの条件を満たしている場合に該当する。

ａ）アルミニウム酸化物、珪素およびジルコニウムの酸化物であり、

不定な濃度で（繊維中に）含有する主要な成分であること。

ｂ）繊維は、その長さ加重幾何平均径からその標準誤差の2培値を引い

た値が6マイクロメータ（μｍ）以下であること。

ｃ）アルカリ性酸化物およびアルカリ土類金属の酸化物

（Ｎａ₂Ｏ+Ｋ₂Ｏ+ＣａＯ+ＭｇＯ+ＢａＯ）の含有が重量比で18％以下であること。

23 4-(1.1.3.3-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙ REACH規制 すべて 0.1重量％ 未反応物質

ﾌﾞﾁﾙ)ﾌｪﾉｰﾙ、 (EC)No1907/2006の33条 （1000ｐｐｍ）

(4-ｔｅｒｔ-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ) および7.2条(2011.12.19

SVHC認可候補ﾘｽﾄ）

化学物質名

4-(1.1.3.3-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾌﾞﾁﾙ)ﾌｪﾉｰﾙ(4-tert-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ)

24 ﾘﾝ酸ﾄﾘｽ(2-ｸﾛﾛｴﾁﾙ)　 REACH規制 すべて 0.1重量％ 難燃剤

（TCEP） (EC)No1907/2006の33条 （1000ｐｐｍ）

および7.2条(2010.01.13

SVHC認可候補ﾘｽﾄ）

化学物質名

ﾘﾝ酸ﾄﾘｽ(2-ｸﾛﾛｴﾁﾙ)　（TCEP）

25 REACH規制 すべて 0.1重量％

(EC)No1907/2006の33条 （1000ｐｐｍ）

および7.2条(2010.01.13

SVHC認可候補ﾘｽﾄ）

化学物質名

法令の原文（ 新版）を確認のこと

https://echa.europa.eu/candidate-list-table

（注１）該当する化学物質の代表例： 各物質群に該当するCAS NOの付いている化学物質を例示しているものであり全てを網羅しているわけではない。

（注２）意図的添加： 当該物質または当該物質を含む混合物を、量の多少にかかわらず、工程で故意に添加することを意図的添加といい、

　　　　不純物（製造工程において、技術的に除去しきれない物質）は意図的添加ではない。

（注３）欧州共同体のアゾ染料使用禁止は、アゾ基の還元切断により、例示されている 22 の芳香族アミンの 1 つが生成される

　　　　特定アゾ染料・顔料に適用されます。閾値レベルはアゾ染料・顔料ではなく、これらのアミンに適用される。

（注４）HBCDD とも略称されている。HBCD と HBCDD は同一の物質である。

（注５）積層ﾌﾟﾘﾝﾄ配線基板(ｐｒｉｎｔｅｄ　ｗｉｎｉｎｇ　ｂｏａｒｄ　ｌａｍｉｎａｔｅ）は表面処理及び部品を除く層状の板材を指す。

（注６）ﾆｯｹﾙは長時間の皮膚暴露（たとえば携帯用電子製品の外装ｹｰｽ）となるような場合には、該当する適用規制に従って報告しなければならない。

　製品の外装ｹｰｽ内に収めるように設計したﾆｯｹﾙの使用または部品中に含有されるﾆｯｹﾙは、報告の必要はない。

（注７）物質群で、選別されたｸﾞﾙｰﾌﾟとして示されているﾌﾀﾙ酸ｴｽﾃﾙ類の閾値は、それらのフタル酸の濃度の合計値である。

115-96-8

CAS No.

142844-00-6

CAS No.

140-66-9

CAS No.

142844-00-6

CAS No.

使用例

CAS No.

その他のSVHC
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別表4 　ＲｏＨＳ指令付属書Ⅲ適用除外用途

Ｎｏ 適用除外用途 適用範囲と期限

1

1(a)

＜30Ｗの一般照明目的：5mg 5mg以下：2011/12/31、
3.5mg以下：2012/12/31、
2.5mg以下：2012/12/31以降も使用可能

1(b)
30W≦、＜50Wの一般照明目的：5mg 5mg以下：2011/12/31、

3.5mg以下：2011/12/31以降も使用可能

1(c)
50W≦、＜150Wの一般照明目的：5mg

1(d)
150W≦の一般照明目的：15mg

1(e)
円形または四角形および直径≦17mmの管を持つ一般照明 制限無：2011/12/31

7mg以下：2011/12/31以降も使用可能

1(f) 特殊な目的：5mg

1(g)
寿命20,000時間以上30w未満の一般照明用１口金型コンパク
ト形蛍光ランプのランプ１個当たり3.5mgの水銀

2017/12/31期限終了

2(a)

2(a)(1)
直径＜9mmの通常寿命管(例えば、T2)を持つ 3波長蛍光体：
5mg

5mg以下：2011/12/31
4mg以下：2011/12/31以降も使用可能

2(a)(2)
直径9mm≦、≦17mmの通常寿命管(例えば、T5)を持つ 3波長
蛍光体：5mg

5mg以下：2011/12/31
3mg以下：2011/12/31以降も使用可能

2(a)(3)
直径17mm＜、≦28mmの通常寿命管(例えば、T8)を持つ 3波
長蛍光体：5mg

5mg以下：2011/12/31
3.5mg以下：2011/12/31以降も使用可能

2(a)(4)
直径28＜mmの通常寿命管(例えば、T12)を持つ 3波長蛍光
体：5mg

5mg以下：2012/12/31
3.5mg以下：2012/12/31以降も使用可能

2(a)(5)
（25000時間≦の）長寿命管を持つ3波長形蛍光体：8mg 8mg以下：2011/12/31

5mg以下：2011/12/31以降も使用可能

2(b)

2(b)(1)
直径28mm＜の管（例えば、T10 およびT12）を持つ直管型ハ
ロリン酸ランプ：10mg

2012/4/13期限終了

2(b)(2) （すべての直径の）非直管型ハロリン酸ランプ：15mg 2016/4/13期限終了

2(b)(3)
直径17mm＜の管(例えば、T9)を持つ非直管型 3波長蛍光体 無制限：2011/12/31

15mg以下：2011/12/31以降も使用可能

2(b)(4)
その他の一般照明および特殊な目的のためのランプ（例えば無制限：2011/12/31

15mg以下：2011/12/31以降も使用可能

3

3(a)
短尺ランプ（≦500mm） 無制限：2011/12/31

3.5mg以下：2011/12/31以降も使用可能

3(b)
中尺ランプ（500mm＜、≦1500mm） 無制限：2011/12/31

5mg以下：2011/12/31以降も使用可能

3(c)
長尺ランプ(1500mm＜) 無制限：2011/12/31

13mg以下：2011/12/31以降も使用可能

4(a)
その他の低圧ディスチャージドランプ中の水銀（１ランプ
当たり）

無制限：2011/12/31
15mg以下：2011/12/31以降も使用可能

4(b)

4(b)-Ⅰ
Ｐ（ランプ電力）≦155W 無制限：2011/12/31

30mg以下：2011/12/31以降も使用可能

4(b)-Ⅱ
155W ＜Ｐ≦ 405W 無制限：2011/12/31

40mg以下：2011/12/31以降も使用可能

4(b)-Ⅲ
405W ＜Ｐ 無制限：2011/12/31

40mg以下：2011/12/31以降も使用可能

4(c)

4(c)-Ⅰ
Ｐ（ランプ電力）≦155W 無制限：2011/12/31

25mg以下：2011/12/31以降も使用可能

改良平均演色評価数 Raが60＜（60を超えるよう改善した）ランプで、（１ランプ当り）以下を越えない一般照明用の高圧ナ
トリウム(蒸気)ランプ中の水銀

（１ランプ当り）以下を越えない一般照明用のその他の高圧ナトリウム（蒸気）ランプ中の水銀；

  ・ＲｏＨＳ指令の付属書は継続的に改定されますので、 新版を確認する必要があります。

　・期限記載なしの項目は、カテゴリ1～7、10については2016年7月21日まで、カテゴリ8、9については各々の製品
　　カテゴリの適用開始日から7年後、カテゴリ11については5年後までが有効期限になります。

（１ランプ当り）以下を越えない１口金型直管型蛍光灯中の水銀

（１ランプ当り）以下を越えない一般照明目的の２口金型直管型蛍光灯中の水銀

（１ランプ当り）以下を越えない他の蛍光灯中の水銀

（１ランプ当り）以下を越えない特殊用途の冷陰極管(CCFL)および外部電極蛍光灯(EEFL)中の水銀；
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4(c)-Ⅱ
155W ＜Ｐ≦ 405W 無制限：2011/12/31

30mg以下：2011/12/31以降も使用可能

4(c)-Ⅲ
405W ＜Ｐ 無制限：2011/12/31

40mg以下：2011/12/31以降も使用可能

4(d) 高圧水銀(蒸気)ランプ(HPMV)中の水銀 2015/4/13期限終了

4(e) 金属ハロゲン化物ランプ(MH)中の水銀

4(f)
本付属書で特に言及していない特別な目的のためのその他
のディスチャージドランプ中の水銀

4(g)

標識、装飾用または建築用に使用される手工芸的発光放電
管（hand crafted luminous discharge tubes）並びに専門
家による照明器具及び光美術品（light-artwork）中の水
銀。水銀含有量は、以下の通りに制限される：
(a)20℃以下の温度で感光する屋外または屋内用として電極
対あたり20mg、チューブ長1cmあたり0.3mgを加算。（ただ
し80mg以下のこと）
(b)他の全ての屋内用として電極対あたり15mgにチューブ長
1cmあたり0.24mgを加算（ただし80mg以下のこと）

2018/12/31期限終了

5(a) ＣＲＴ（ブラウン管、冷極線管）のガラス中の鉛 カテゴリ1～7、10について有効期限切れ

5(b) 0.2重量%を超えない蛍光管ガラス中の鉛

6(a)

0.35重量％まで含有する機械加工用の鋼材中の合金成分と
しての鉛

有効期限：
・体外診断用医療機器および産業用監視・制御機器を除くカテ
ゴリ8、9：2021/7/21
・カテゴリ8体外診断用医療機器：2023/7/21
・カテゴリ9産業用監視・制御機器、カテゴリ11：2024/7/21

6(a)-Ⅰ

0.2重量％まで含有する機械加工用の鋼材中の合金成分とし
ての鉛およびバッチ式の溶融亜鉛めっき鋼材部品中に含ま
れるの鉛

カテゴリ1～7、10について有効期限：2021/7/21

6(b)

0.4重量％まで含有するアルミニウム中の合金成分としての
鉛

有効期限：
・体外診断用医療機器および産業用監視・制御機器を除くカテ
ゴリ8、9：2021/7/21
・カテゴリ8体外診断用医療機器：2023/7/21
・カテゴリ9産業用監視・制御機器、カテゴリ11：2024/7/21

6(b)-Ⅰ

0.4重量％まで含有するアルミニウムのスクラップをリサイ
クルして得られたアルミニウム中の合金成分としての鉛

カテゴリ1～7、10について有効期限：2021/7/21

6(b)-Ⅱ

0.4重量％まで含有する機械加工用のアルミニウム中の合金
成分としての鉛

カテゴリ1～7、10について有効期限：2021/5/18

6(c)

鉛を4重量%まで含有する銅合金 有効期限：
・カテゴリ1～7、10：2021/7/21
・体外診断用医療機器および産業用監視・制御機器を除くカテ
ゴリ8、9：2021/7/21
・カテゴリ8体外診断用医療機器：2023/7/21
・カテゴリ9産業用監視・制御機器、カテゴリ11：2024/7/21

7(a)
高融点ハンダ中の鉛（すなわち85重量％以上の鉛を含有す
る鉛ベースの合金）

7(b)

サーバ、記憶装置、ストレージアレイシステム、ならびに
信号切り替え・送受信・伝送および電気通信のネットワー
ク管理用のネットワーク基盤設備向けのはんだ中の鉛

カテゴリ1～7、10について有効期限切れ

7(c)-Ⅰ

コンデンサ内の誘電体セラミック以外のガラス中またはセ
ラミック中に鉛を含む電気電子部品（例 圧電素子），もし
くはガラスまたはセラミックを母材とする化合物中に鉛を
含む電気電子部品

・カテゴリ1～7、10に適用（No.34を適用している用途を除
く）；有効期限：2021/7/21
・体外診断用医療機器および産業用監視・制御機器を除くカテ
ゴリ8、9：2021/7/21
・カテゴリ8体外診断用医療機器：2023/7/21
・カテゴリ9産業用監視・制御機器、カテゴリ11：2024/7/21
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7(c)-Ⅱ

定格電圧が交流125Vまたは直流250V以上のコンデンサ内の
誘電セラミック中の鉛

この附属書のNo.7(c)-I、7(c)-IVでカバーされる用途には適用
されない。
・カテゴリ1～7、10に適用（No.34を適用している用途を除
く）；有効期限：2021/7/21
・体外診断用医療機器および産業用監視・制御機器を除くカテ
ゴリ8、9：2021/7/21
・カテゴリ8体外診断用医療機器：2023/7/21
・カテゴリ9産業用監視・制御機器、カテゴリ11：2024/7/21

7(c)-Ⅲ

定格電圧が交流125Vまたは直流250V未満のコンデンサ内の
誘電セラミック中の鉛

・2013/1/1まで
・2013/1/1以降：2013/1/1までに販売された電気電子機器用の
スペアパーツについて

7(c)-Ⅳ

集積回路またはディスクリート半導体の部品となるコンデ
ンサ用のPZTセラミック誘電材料中の鉛

・カテゴリ1～7、10：2021年7月21日
・体外診断用医療機器・産業用監視・制御機器以外のカテゴリ
8、9：2021年7月21日
・カテゴリ8体外診断用医療機器：2023年7月21日
・カテゴリ9産業用監視・制御機器、カテゴリ11：2024年7月21
日

8(a)

一括投入混練コンパウンドペレット成形したサーマルカッ
トオフに含まれるカドミウムとその化合物

・2012/1/1まで
・2012/1/1以降：2012/1/1までに販売された電気電子機器用の
スペアパーツについて

8(b)

電気接点中のカドミウムおよびその化合物 カテゴリ8、9、11に適用。有効期限：
・体外診断用医療機器・産業用監視・制御機器以外のカテゴリ
8、9：2021年7月21日
・カテゴリ8体外診断用医療機器：2023年7月21日
・カテゴリ9産業用監視・制御機器、カテゴリ11：2024年7月21
日

8(b)-I

以下で使用される電気接点中のカドミウムとその化合物
・回路遮断器
・熱感知制御器
・過熱モータプロテクタ（密閉型過熱モータプロテクタを
除く）
・下記定格のACスイッチ
  - 250V AC以上において6A以上
  - 125V AC以上において12A以上
・18V DC以上において20A以上の定格のDCスイッチ
・200Hz以上の周波数の電源で使用するスイッチ

カテゴリ1～7、10に適用。有効期限：2021年7月21日

9

吸収式冷凍機中の炭素鋼冷却系防食用としての、冷却液中
の0.75重量%までの六価クロム

9(b)

冷媒を含有している暖房、換気、空調および冷凍（HVADR）
機器用のコンプレッサー中のベアリング・シェルおよび
ブッシュに含まれる鉛

カテゴリ8、9、11に適用；有効期限
・カテゴリ8体外診断用医療機器：2023/7/21
・カテゴリ9産業用監視・制御機器、カテゴリ11：2024/7/21
・カテゴリ8、9の他のサブカテゴリ：2021/7/21

9(b)-1

冷媒を含有している暖房、換気、空調および冷凍（HVADR）
機器用の9kW以下の電力入力の密閉型スクロールコンプレッ
サー中のベアリング・シェルおよびブッシュに含まれる鉛

カテゴリ1に適用；2019年7月21日

10

11(a)
C-プレス・コンプライアント・ピン・コネクタシステム中
の鉛

2010/9/24までに販売された電気電子機器用のスペアパーツにつ
いて

11(b)

C-プレス・コンプライアント・ピン以外のコネクタシステ
ムの中の鉛

・2013/1/1まで
・2013/1/1以降：2013/1/1までに販売された電気電子機器用の
スペアパーツについて

12
熱伝導モジュールのC-リングに用いられるコーティング材
料としての鉛

2010/9/24までに販売された電気電子機器用のスペアパーツにつ
いて

13(a)

光学機器向け白色ガラス中の鉛 カテゴリ8、9、11に適用；有効期限
・カテゴリ8体外診断用医療機器：2023/7/21
・カテゴリ9産業用監視・制御機器、カテゴリ11：2024/7/21
・カテゴリ8、9の他のサブカテゴリ：2021/7/21
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13(b)

フィルタガラス及び反射標準物質用のガラス中に含まれる
カドミウム及び鉛

カテゴリ8、9、11に適用；有効期限
・カテゴリ8体外診断用医療機器：2023/7/21
・カテゴリ9産業用監視・制御機器、カテゴリ11：2024/7/21
・カテゴリ8、9の他のサブカテゴリ：2021/7/21

13(b)-Ⅰ
イオン着色された光学フィルタガラスタイプ中の鉛 カテゴリ1～7、10に適用；有効期限：2021/7/21

13(b)-Ⅱ

本付属書の39項に該当する用途を除く、ストライキング
（二次熱処理）光学フィルタガラスタイプ中のカドミウム

カテゴリ1～7、10に適用；有効期限：2021/7/21

13(b)-Ⅲ
反射標準物質用のグレーズに含まれる鉛およびカドミウム カテゴリ1～7、10に適用；有効期限：2021/7/21

14

マイクロプロセッサのパッケージとピンの間の接点に用い
られる、2種類以上の元素を含み鉛の含有量が80重量％以上
および85重量％未満のはんだ中の鉛

・2011/1/1まで
・2011/1/1以降：2011/1/1までに販売された電気電子機器用の
スペアパーツについて

15

集積回路パッケージ（フリップチップ）の内部半導体ダイ
及びキャリア間における確実な電気接続に必要なはんだに
含まれる鉛

カテゴリ8、9、11に適用。有効期限：
・体外診断用医療機器・産業用監視・制御機器以外のカテゴリ
8、9：2021年7月21日
・カテゴリ8体外診断用医療機器：2023年7月21日
・カテゴリ9産業用監視・制御機器、カテゴリ11：2024年7月21
日

15(a)

以下の基準の少なくとも一つが当てはまる際の集積回路フ
リップチップパッケージ内の半導体ダイとキャリア間にお
ける確実な電気接続に必要なはんだに含まれる鉛
- 90nm以上の半導体テクノロジーノード
- いかなる半導体テクノロジーノードにおいても単一ダイ
サイズが300mm2以上
- 300mm2以上のダイまたは300mm2以上のシリコンのイン
ターポーザ付きスタック型ダイパッケージ

カテゴリ1～7、10に適用。有効期限：2021年7月21日

16

ケイ酸塩(silicate)がコーティングされたバルブを有する
直管白熱電球の鉛

2013/9/1期限終了

17

業務用（professional）の複写（reprography）用途で使用
される高圧放電（HID）ランプ中の、放射媒体としてのハロ
ゲン化鉛

カテゴリ1～7、10について有効期限切れ

18(a)

SMS (Sr,Ba)₂MgSi₂O₇:Pb) 等の蛍光体を含む、ジアゾ式複
写、リソグラフィ、捕虫器、光化学、および硬化処理用の
特殊ランプ中に使用される場合の放電ランプの蛍光粉体の
活性剤としての鉛(１重量%以下の鉛)

2011/1/1期限終了

18(b)

BSP (BaSi₂O₅:Pb) 等の蛍光体を含む日焼け用ランプに使用
される場合の放電ランプの蛍光粉体(１重量%以下の鉛)中の
活性剤としての鉛

有効期限：
・カテゴリ1～7、10：2021年7月21日
・体外診断用医療機器・産業用監視・制御機器以外のカテゴリ
8、9：2021年7月21日
・カテゴリ8体外診断用医療機器：2023年7月21日
・カテゴリ9産業用監視・制御機器、カテゴリ11：2024年7月21
日

18(b)-I

医療用光療法機器に使用される際のBSP（BaSi2O5：Pb）等
の蛍光体を含む日焼け用ランプとして使用される放電ラン
プの蛍光パウダー（1wt%以下の鉛）に活性剤として含まれ
る鉛

この附属書IVのNo.34でカバーされる用途を除くカテゴリ5、8に
適用。有効期限：2021年7月21日

19

超小型の省エネルギーランプ(ESL)中の、主アマルガムとし
ての特定の組成のPbBiSn-HgおよびPbInSn-Hgに用いられ
る、ならびに補助アマルガムとしてのPbSn-Hgに用いられる
鉛

2011/6/1期限終了

20

液晶ディスプレイ(LCD)に用いられる平面蛍光管の前面およ
び後面基板を接合するガラスの中の酸化鉛

2011/6/1期限終了
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21

ホウケイ酸ガラスへのエナメル塗布用印刷インキに含まれ
る鉛及びカドミウム

カテゴリ8、9、11に適用。有効期限：
・体外診断用医療機器・産業用監視・制御機器以外のカテゴリ
8、9：2021年7月21日
・カテゴリ8体外診断用医療機器：2023年7月21日
・カテゴリ9産業用監視・制御機器、カテゴリ11：2024年7月21
日

21(a)

電気電子機器のディスプレイおよびコントロールパネル中
に設置される照明用途のコンポーネントとして使用される
フィルタ機能を提供するカラー印刷ガラスに使用される際
のカドミウム

No.21(b)または39でカバーされる用途を除くカテゴリ1～7、10
に適用。有効期限：2021年7月21日

21(b)

ホウケイ酸ガラスやソーダ石灰ガラスへのエナメル塗布用
印刷インキに含まれるカドミウム

No.21(a)または39でカバーされる用途を除くカテゴリ1～7、10
に適用。有効期限：2021年7月21日

21(c)

ホウケイ酸ガラスやソーダ石灰ガラスへのエナメル塗布用
印刷インキに含まれる鉛

カテゴリ1～7、10に適用。有効期限：2021年7月21日

22

23

ピッチが0.65mm以下での微細ピッチコンポーネントの仕上
げ処理が施された部位に含まれる鉛

2010/9/24までに販売された電気電子機器用のスペアパーツにつ
いて

24

機械加工通し穴付き円盤状及び平面アレーセラミック多層
コンデンサへのはんだ付け用はんだに含まれる鉛

有効期限：
・カテゴリ1～7、10：2021/7/21
・体外診断用医療機器および産業用監視・制御機器を除くカテ
ゴリ8、9：2021/7/21
・カテゴリ8体外診断用医療機器：2023/7/21
・カテゴリ9産業用監視・制御機器、カテゴリ11：2024/7/21

25

構造要素に用いられる表面伝導電子エミッタ表示盤（SED）
に含まれる酸化鉛。特にシールフリット、フリットリング
に含まれる酸化鉛。

カテゴリ1～7、10について有効期限切れ

26

ブラックライトブルー（BLB）ランプのガラス管中の酸化鉛 2011/6/1期限終了

27

高耐入力（125dB SPL以上の音響パワーレベルで数時間作動
すると規定されている）スピーカに使用されるトランス
デューサ用はんだとして用いられる鉛合金

2010/9/24期限終了

28

29

理事会指令69/493/EECの付属書I（カテゴリー1、2、3およ
び4）に定義されてたクリスタルガラスに含まれる鉛

有効期限：
・カテゴリ1～7、10：2021年7月21日
・体外診断用医療機器・産業用監視・制御機器以外のカテゴリ
8、9：2021年7月21日
・カテゴリ8体外診断用医療機器：2023年7月21日
・カテゴリ9産業用監視・制御機器、カテゴリ11：2024年7月21
日

30

100dB(A)以上の音圧レベルの高出力スピーカに使用される
変換器中のボイスコイルに直接設置される電気導線に接続
する電気的/機械的はんだとしてのカドミウム合金

カテゴリ1～7、10について有効期限切れ

31

水銀を含有しない薄型蛍光ランプ（たとえば、液晶ディス
プレイや、デザイン用または工業用照明に用いられるも
の）に使用されるはんだ材の中の鉛

カテゴリ1～7、10について有効期限切れ

32

アルゴン・クリプトンレーザ管のウインドウ組立部品を形
成するために用いられるシールフリット中の酸化鉛

有効期限：
・カテゴリ1～7、10：2021年7月21日
・体外診断用医療機器・産業用監視・制御機器以外のカテゴリ
8、9：2021年7月21日
・カテゴリ8体外診断用医療機器：2023年7月21日
・カテゴリ9産業用監視・制御機器、カテゴリ11：2024年7月21
日

33

電力変圧器用の直径100ミクロン以下の細径銅線のはんだ付
け用のはんだ中の鉛

カテゴリ1～7、10について有効期限切れ
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34

サーメット（陶性合金）を主構成要素とするトリマー電位
差計構成部品中の鉛

有効期限：
・カテゴリ1～7、10：2021/7/21、
・体外診断用医療機器および産業用監視・制御機器を除くカテ
ゴリ8、9：2021/7/21
・カテゴリ8体外診断用医療機器：2023/7/21
・カテゴリ9産業用監視・制御機器、カテゴリ11：2024/7/21

35

36

DCプラズマディスプレイの陰極スパッタリング抑制剤とし
て用いられる、1台あたり30mg以下の水銀

2010/6/1期限終了

37

ホウ酸亜鉛ガラス基板上に形成する高電圧ダイオードの
メッキ層中の鉛

有効期限：
・カテゴリ1～7、10：2021年7月21日
・体外診断用医療機器・産業用監視・制御機器以外のカテゴリ
8、9：2021年7月21日
・カテゴリ8体外診断用医療機器：2023年7月21日
・カテゴリ9産業用監視・制御機器、カテゴリ11：2024年7月21
日

38

酸化ベリリウムと接合したアルミニウム上で使用される、
厚膜ペースト中のカドミウムおよび酸化カドミウム

カテゴリ1～7、10について有効期限切れ

39(a)

ディスプレイの照明用途で使用するダウンシフトカドミウ
ムベースの半導体ナノクリスタル量子ドット中のセレン化
カドミウム（ディスプレイスクリーンエリアmm2あたり<0.2
μgのカドミウム）

全てのカテゴリについて2019/10/31まで

40

業務用音響設備で利用されるアナログフォトカプラ用の
フォトレジスト中のカドミウム

2013/12/31期限終了

41

電気電子構成部品のはんだ及び端子処理部分、並びに点火
用モジュール及びその他の電気電子的エンジン制御システ
ムに用いるプリント配線基板の仕上げ処理部分中にあっ
て、技術的理由から携帯式の燃焼機関（欧州議会及び理事
会指令97/68/ECのクラスSH:1, SH:2, SH:3)のクランクケー
スまたはシリンダー上に直接、またはそれらの内部に取り
付けられねばならないものに含まれる鉛

42

道路以外のプロフェッショナル用機器に適用されるディー
ゼルまたはガソリン燃料の内燃エンジンのベアリングおよ
びブッシュに含まれる鉛
・エンジン総排気量が15リットル以上のもの
または
・エンジン総排気量が15リットル未満であって、かつエン
ジンのスタート信号から全負荷で10秒未満であることが要
求される用途で作動するよう設計されているもの、また
は、定期的なメンテナンスがたとえば採掘、建設、農業用
途のような過酷で汚い野外環境下で行われるもの

カテゴリ11に適用。この附属書のNo.6(c)でカバーされる用途に
は適用されない。
有効期限：2024年7月21日
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別表５ 　ＲｏＨＳ指令付属書Ⅳ適用除外用途

Ｎｏ 適用除外用途 適用範囲と期限

1 電離放射線用検出器に含まれる鉛、カドミウムおよび水銀

2 X線管中の鉛ベアリング

3
電磁波増幅デバイスに含まれる鉛：マイクロチャンネルプレートおよびキャピラ
リープレート

4
X線管及びイメージ増強管のガラスフリットに含まれる鉛、ガスレーザの組み立て用
及び電磁放射を電子に変換する真空管のガラスフリットバインダー中の鉛

5 電離放射線の遮蔽用の鉛

6 X線試験物中の鉛

7 X線回折結晶に含まれるステアリン酸鉛

8 携帯型蛍光X線分析装置用の放射性カドミウム同位体

1a pH電極のガラスを含むイオン選択電極に含まれる鉛およびカドミウム

1b 電気化学的酸素センサーの陽電極に含まれる鉛

1c 赤外線検出器に含まれる鉛、カドミウムおよび水銀

1d 基準電極に含まれる水銀：低塩素の塩化水銀、硫酸水銀および酸化水銀

9 ヘリウム－カドミウムレーザに含まれるカドミウム

10 原子吸光分光器のランプに含まれる鉛とカドミウム

11 MRI の超伝導体及び熱伝導体として用いられる合金に含まれる鉛

12
MRI、SQUID、NMR (核磁気共鳴、Nuclear Magnetic Resonance) または FTMS (フー
リエ変換質量分析計)検出器の超伝導磁気回路を構成する金属接着剤に含まれる鉛及
びカドミウム

2021年6月30日まで

13 カウンタウェイト中の鉛

14 超音波トランスデューサ用の単結晶圧電結晶材料に含まれる鉛

15 超音波トランスデューサの接合用はんだに含まれる鉛

16
監視及び制御機器に用いる超高精密キャパシタンス／損失測定ブリッジ、高周波RF
スイッチ及びリレーに含まれる水銀で、スイッチ又はリレー1 個当たり20mg を超え
ないもの

17 ポータブル除細動器のはんだに含まれる鉛

18 8-14μm帯を検出する高性能赤外線画像モジュールに使われるはんだに含まれる鉛

19 LCoSディスプレイに含まれる鉛

20 X線測定フィルタに含まれるカドミウム

21
(1)X線画像用イメージインテンシファイア中の蛍光コーティング中に含まれるカド
ミウム
(2)X線システム用スペアパーツ中のカドミウム

(1)2019年12月31日まで
(2)(1)の期限以降も、2020年1月1日以
前に上市されたスペアパーツは除外適
用可

22
CTおよびMRI用の定位ヘッドフレーム、およびガンマ線および粒子線治療装置のため
の位置決め装置に用いられる酢酸鉛マーカー

2021年6月30日まで

　その他

  ・ＲｏＨＳ指令の付属書は継続的に改定されますので、 新版を確認する必要があります。

　・期限記載なしの項目は、体外診断用カテゴリ８は2023年7月21日、産業用カテゴリ９は2024年7月21日まで有効。

　電離放射線の利用または検出に使用される機器

　センサー、検出器および電極
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23
電離放射線にさらされる医療機器のベアリングおよび摩耗表面のための合金要素と
しての鉛

2021年6月30日まで

24
X線イメージインテンシファイア中のアルミニウムと鉄の間の真空気密接続を可能に
する鉛

2019年12月31日まで

25
通常動作および貯蔵状態でマイナス20℃以下の温度で永続的に使用されている非磁
性コネクタを必要とするピンコネクタシステムの表面コーティングに含まれる鉛

2021年6月30日まで

26

通常動作および貯蔵状態でマイナス20℃以下の温度で永続的に使用される以下に含
まれている鉛：
 －プリント配線基板上のはんだ
 －電気・電子部品の末端のコーティングおよびプリント配線基板のコーティング
 －ワイヤおよびケーブルを接続するためのはんだ
 －トランスデューサおよびセンサを接続するはんだ
マイナス150℃未満の温度で定期的に使われるように設計されている装置の温度測定
センサへの電気接続に含まれる鉛。

2021年6月30日まで

27

(a)この範囲内で使用されるように設計された患者の監視装置を含む医療用磁気共鳴
画像装置（MRI）中の磁石のアイソセンタ周囲の半径1m圏内の磁場、または
(b)粒子線治療のために適用されるサイクロトロン磁石、ビーム輸送およびビームの
方向制御のための磁石から距離1mの範囲内の磁場の中で使用されている以下に含ま
れている鉛
 －はんだ
 －電気・電子部品およびプリント配線基板の末端のコーティング
 －電線、シールドおよび封入されたコネクタの接続部分

2020年6月30日まで

28
テルル化カドミウム（cadmium telluride）及びテルル化亜鉛カドミウム（cadmium
zinc telluride）のデジタル配列検出器をプリント回路基板上にマウンティングす
るためのはんだ中の鉛

2017年12月31日まで

29

医療機器（カテゴリ8）及び/または産業用監視及び制御機器において、低温クー
ラー（cryo-cooler）低温ヘッド、及び/または低温クーラーで冷却された（cryo-
cooled）低温プローブ、及び/または低温クーラーで冷却された等ポテンシャル
（equipotential）ボンディングシステムに使用される、超伝導体または熱伝導体と
しての合金の中の鉛

2021年6月30日まで

30
(1)X線イメージインテンシファイアにおいて光電面(photocathodes)を作製するため
に用いられるアルカリディスペンサ中の六価クロム
(2)X線システム用スペアパーツに含まれる六価クロム

(1)2019年12月31日まで
(2)(1)の期限以降も、スペアパーツに
ついては2020年1月1日以前に上市され
たものにも除外適用可

31a

監視可能な閉ループのBtoB返却システムからの再利用が行われ、さらに各々の部品
の再利用が消費者に通知される場合に限り、体外診断用医療機器および電子顕微鏡
とそのアクセサリを含む医療機器の修理または改良のために回収されて、使われる
スペアパーツに含まれる鉛、カドミウム、六価クロムとポリブロモジフェニルエー
テル（PBDE）

(a)体外診断用医療機器以外の医療機器
への使用：2021年7月21日まで
(b)体外診断用医療機器への使用：2023
年7月21日まで
(c)電子顕微鏡とそのアクセサリへの使
用：2024年7月21日まで

32
核磁気共鳴画像（MRI）機器に組込まれるポジトロン断層法（PET）用検出器および
データ収集装置のプリント配線基板のはんだに含まれる鉛

2019年12月31日まで

33
携帯非常用細動除去装置を除く、指令93/42/EEC(医療機器指令)クラス IIa 及び
IIbの移動式医療装置に使用される部品実装済みプリント回路基板上のはんだ中の鉛

・クラスIIa：2016年6月30日まで
・クラスIIb：2020年12月31日まで

34
BSP（BaSi₂O₅：Pb）蛍光体を含む体外循環光療法ランプに使用される場合の放電ラ
ンプの蛍光パウダー中の活性剤としての鉛

2021年7月22日まで

35
2017年7月22日より前に上市された産業用の監視および制御装置で使用されるバック
ライティング液晶ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプの中の水銀であって、1ランプ
につき5mgを超えないもの

2024年7月21日まで

36
産業用の監視および制御装置用のC-プレスに準拠したピン・コネクタ・システム以
外の中で使われる鉛

・2020年12月31日まで
・2021年1月1日より前に上市された産
業用の監視および制御装置用のスペア
パーツについてはこの期限以降も使用
可
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37

導電率測定に使用される白金メッキ処理された白金電極（platinized platinum
electrodes）中の鉛で、下記の条件の少なくとも一つが当てはまる場合：
(a)未知の濃度を測定するために実験用途で使用される、一桁を超える導電率測定範
囲(例えば、0.1mS/mから5mS/mレンジ)をカバーするワイドレンジ計測；
(b)試料範囲のプラスマイナス1%の精度の場合で、下記いずれかのために電極の高耐
腐食性が求められる溶液の計測：
　　 (i) 酸性度< pH 1の溶液；
　　 (ii) アルカリ度> pH 13の溶液；
　　 (iii) ハロゲンガスを含有する腐食性溶液
(c) 可搬型機器による測定が必要な100mS/mを超える導電率の測定

2018年12月31日まで

38
コンピュータ断層撮影(CT)及びX線システム用のX線検出器に使用される、境界面
(interface)あたり500を超える相互接続を有する広域積ダイエレメント(die
elements)の1境界面のはんだ中の鉛

・2019年12月31日まで
・2020年1月1日より前に上市されたCT
とX線装置用のスペアパーツについては
この期限以降も使用可

39

以下の特性の少なくとも1つが存在する装置で使われるマイクロチャンネルプレート
（MCPs）中の鉛：
(a) 高3mm/MCP（検出器の厚さ＋MCP設置スペース）、全体で 高6mmを限度とした
スペースの小さいサイズの電子またはイオン検出器ならびにより大きいスペースを
必要とする代替設計でないと科学技術的に代替不可能な検出器
(b)以下の少なくとも1つが適用される電子またはイオン検出用の二次元の空間分解
能：
    (i) 25nsより短い応答時間
    (ii) 149mm²より大きな検出領域
    (iii) 1.3×10³より大きい増倍率
(c)電子またはイオン検出用の5nsより短い応答時間；
(d)電子またはイオン検出用の314のmm²より大きな検出領域
(e)4.0×10⁷より大きい増倍率

以下の日付まで免除有効。
(a)医療装置と監視および制御装置：
　　2021年7月21日
(b)体外診断用医療機器：
　　2023年7月21日
(c)産業用の監視および制御装置：
　　2024年7月21日

40
産業用の監視および制御装置用の定格電圧AC125VまたはDC250Vより小さいコンデン
サの中の誘電セラミックの鉛

・2020年12月31日まで
・2021年1月1日より前に上市された産
業用の監視および制御装置用のスペア
パーツについてはこの期限以降も使用
可

41
血液やその他体液、体ガスの分析に使用する体外診断用医療機器中の電流測定、電
位差測定、電気伝導測定の電気化学的センサーの基板として利用されるPVC中の熱安
定剤としての鉛

2018年12月31日まで

42
高動作周波数（＞50MHz）モードを有する血管内超音波イメージングシステムで使用
される電動回転コネクター中の水銀

2019年6月30日まで

43
10ppm未満の感度が要求される産業用監視・制御装置で使用される酸素センサのため
のエルシュ セル（ハーシュ セル）中のカドミウムアノード

2023年7月15日まで
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別表６ 特別管理対象物質（包装材）
包装材への含有を禁止する化学物質を以下に示す。これらの化学物質については、その含有濃度を閾値以下にすること。

1.禁止

No. 物質群 主な法令 対 象 閾 値 使用例

1 特殊重金属 ・EU包装廃棄物指令94/62/EC すべて 意図的添加 顔料、塗料、

・米国州の包装材重金属規制(ＴＩＰ) ＰＶＣの安定剤

・カドミウム/ ・Ｃｄ、Ｈｇ、Ｐｂ、Ｃｒ（Ⅵ）の
　カドミウム化合物 合計で包装材品目の
　化合物 0.01重量％（100ppm）

・六価クロム化合物

・鉛／鉛化合物

・水銀／水銀化合物 該当する化学物質の代表例

CAS No.

カドミウム 7440-43-9

酸化力ドミウム 1306-19-0

硫化力ドミウム 1306-23-6

塩化力ドミウム 10108-64-2

硫酸力ドミウム 10124-36-4

その他のカドミウム化合物 －

CAS No.

酸化クロム(VI) 1333-82-0

クロム酸バリウム 10294-40-3

クロム酸力ルシウム 13765-19-0

クロム酸鉛（II） 7758-97-6

硫酸モリブデン酸クロム酸鉛 12656-85-8

ピグメントイエロー34 1344-37-2

クロム酸ナトリウム 7775-11-3

重クロム酸ナトリウム 10588-01-9

クロム酸ストロンチウム 7789-06-2

重クロム酸力リウム 7778-50-9

クロム酸力リウム 7789-00-6

ヒドロキシオクタオキソニ亜鉛酸ニクロム酸力リウム 11103-86-9

クロム酸八水酸化五亜鉛 49663-84-5

クロム酸亜鉛 13530-65-9

その他の六価クロム化合物 －

鉛／鉛化合物 CAS No.

鉛 7439-92-1

硫酸鉛(II) 7446-14-2

炭酸鉛 598-63-0

クロム酸鉛(II)                                                     7758-97-6

硫酸モリブデン酸クロム酸鉛             12656-85-8

炭酸水酸化鉛（亜炭酸鉛）                                         1319-46-6

酢酸鉛                                                           301-04-2

酢酸鉛(II)、三水和物                                           6080-56-4

リン酸鉛                                                         7446-27-7

セレン化鉛                                                      12069-00-0

酸化鉛(IV)                                                       1309-60-0

酸化鉛(II、Ⅳ)                                                     1314-41-6

硫化鉛(II)                                                        1314-87-0

酸化鉛(II)                                                       1317-36-8

塩基性炭酸鉛(II)                                                 1319-46-6

炭酸水酸化鉛                                                    1344-36-1

ヒ酸鉛 7784-40-9

リン酸鉛(II)                                                       7446-27-7

ピグメントイエロー34                                            1344-37-2

チタン酸鉛(II)                                                    12060-00-3

硫酸鉛                                                          15739-80-7

三塩基性硫酸鉛                                                12202-17-4

ステアリン酸鉛                                                   1072-35-1

鉛(II)ジアザイド 13424-46-9

ニピクリン酸鉛 6477-64-1

スチフニン酸鉛 1524544-0

その他鉛化合物                                                      －

水銀／水銀化合物 CAS No.

水銀 7439-97-6

塩化第 2 水銀 33631-63-9

塩化水銀(II) 7487-94-7

硫酸水銀 7783-35-9

硝酸第 2 水銀 10045-94-0

酸化水銀(II) 21908-53-2

硫化第 2 水銀 1344-48-5

その他の水銀化合物 －

カドミウム／カドミウム化合物

六価クロム化合物
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No. 物質群 主な法令 対 象 閾 値 使用例

2 フタル酸エステル ・RoHS指令「2011/65/EU」 すべて ・0.1 重量% 可塑剤、染料、顔料

（4種） 　を修正する欧州委員会委任指令 　(1,000ppm) 塗料、インキ、接着剤

・フタル酸ビス 　「2015/863/EU」 潤滑剤

（２ｰエチルヘキシル）

 （ＤＥＨＰ）
・フタル酸ジブチル 化学物質名 CAS No.

　（ＤＢＰ） フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）（ＤＥＨＰ） 117-81-7

・フタル酸ブチル フタル酸ジブチル（ＤＢＰ） 84-74-2

ベンジル（ＢＢＰ） フタル酸ブチルべンジル（ＢＢＰ） 85-68-7

・フタル酸ジイソブチル フタル酸ジイソブチル（ＤＩＢＰ） 84-69-5

　（ＤＩＢＰ）
上記のRoHS指令「2011/65/EU」を修正する欧州委員会委任指令「2015/863/EU」に関する

禁止事項の弊社納入品への適用開始時期は２０１９年９月２日からとする。

ただし、カテゴリー8（医療機器）、カテゴリー9（工業用を含む監視及び制御機器）については

適用開始時期を２０２０年７月２２日からとする。
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《様式－１》                        年  月  日 

スタンレー電気株式会社  宛 

 

 禁止物質の非含有証明書 

 

 
 

会社名 :                           

責任者名：                       

 

当社（当社の子会社・関係会社を含む）は、スタンレー電気(株)及びスタンレーグ

ループ(関係会社等)に直接または第三者を通して納入する全ての製品を構成する部

品・材料・副資材・包装材等に下記に記載するスタンレーグループの定める禁止物

質が適用除外及び図面等での要求を除き、基準以上含有・付着されないことを保証

します。 

 

記 

 

 

■スタンレー製品化学物質管理基準書 

 

１）車載製品 

・GADSL 

・特別管理対象物質（車載製品）（別表１） 

・ELV指令付属書Ⅱ適用除外用途（別表２） 

２）電機・電子製品 

・ChemSHERPA管理対象物質 

・特別管理対象物質（電機・電子製品）（別表３） 

       ・RoHS指令指令付属書Ⅲ適用除外用途（別表４） 

       ・RoHS指令指令付属書Ⅳ適用除外用途（別表５） 

３）包装材 

       ・特別管理対象物質（包装材）（別表６） 

 

 

 

 

 

印 

スタンレー製品化学物質管理基準書 第 1 版（2019 年 9 月） 

 



≪様式-2≫

スタンレー電気株式会社

製品環境品質監査チェックシート

お取引先　各位

１．基本情報

２．管理の枠組み（貴社の事業形態）

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

作成日

貴社名

事業所名

所属部門名

該当区分に「レ点」を記入

成形品（アーティクル）の販売

管理枠組み（共通）

化学物質（サブスタンス）/調剤（プレパレーション）の販売

記入者名

連絡先　電話番号

連絡先　E-mailアドレス

回答対象の管理区分

化学物質（サブスタンス）/調剤（プレパレーション）の購入

化学物質（サブスタンス）/調剤（プレパレーション）の製造

成形品（アーティクル）の購入

成形品（アーティクル）の製造

【チェックシートの記入方法】 
１．基本情報 

 チェックシートへの回答対象とされる、貴社名、事業所名、記入者名等の 
 基本情報をご記入ください。 
 

２．管理の枠組み 
 「管理の枠組み」（Ⅰ～Ⅵ）の中から貴社として管理範囲に含まれると 

 判断したすべての枠組みを明確にし、貴社の事業形態について、 
 該当する管理区分に「レ点」をご記入ください。 
 

 『製品環境品質監査チェックシート入力手順.xls』の《(参考)枠組みの考え方》に 

 管理枠組みの回答例がありますのでご参考ください。 
  

３．チェックシート(B．チェックシート(入力必須)) 
  「２．管理の枠組み」で該当区分に『レ点』を入力すると回答すべき設問の 
  「回答要否」欄に『要』が表示されます。 

  『要』が表示された設問について回答をご記入ください。 
 
  設問ごとに「判定」を選択し、「ルール」および「運用」についてご記入ください。 

  『ルール』：仕組みが書かれてある文書等のこと。 
  『運用』：そのルールに基づいた実際の取組状況のこと。 

 
(共通）(共通）
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製品環境品質監査チェックシート

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ

●製品含有化学物質管理に取組むことを表明しているこ
と。

●品質方針、環境方針等で製品含有化学物質管理に関する内容を表明している。 ● 要

2. 計画策定
●製品含有化学物質に関係する法規制及び業界基準に基
づいて、遵守すべき管理規準を明確にし、関連部門に伝達
していること。

●スタンレーグリーン調達ガイドラインの禁止物質が対象となる製品とその製品に含有される物質名を明確に
している。

● 要

●スタンレーグリーン調達ガイドラインの禁止物質が対象となる製品の構成部材（材料、部品、副資材、包装材
料、梱包材料等）を明確にしている。

● 要

●製品含有化学物質管理について目標・計画を作成してい
ること。また、必要に応じて目標・計画を見直していること。

●製品含有化学物質管理に関する目標を設定している。 ● 要

●製品含有化学物質管理における責任と権限を明確にし
ていること。 ●製品含有化学物質管理に関する体制図が明確になっている。

・体制図には、組織名、役職、責任者・担当者、役割、権限が明記されている。
・スタンレーからの製品含有化学物質管理に関する受付け窓口と社内の連絡先が定められている。
・貴社サプライヤからの製品含有化学物質管理に関する受付け窓口と社内の連絡先が定められている。

● 要

3. 実施及び運営

3.1 設計・開発

●サブスタンス/プレパレーションを製造する場合、原材料
の含有化学物質情報を確認し、管理基準を満たすように製
品及びその製造工程を設計していること。必要な場合、購
入品の仕様を指定していること。

●原材料の含有化学物質情報を確認している。
●製品状態(材料、調剤等貴社の出荷形態での製品)でスタンレー禁止物質の非含有を確認している。

● ● 不要

ルール：

運用：

●構成原材料の含有化学物質情報を確認し、スタンレー禁止物質の非含有を確認している。

・構成原材料には、はんだ、接着剤、グリス、インク等を含めている必要があります。
・樹脂、めっき、はんだ、接着剤、グリス、インク等の工程がある場合に該当します。

● ● 不要

●アーティクルから新たなアーティクルを製造する場合、
パーツ等のアーティクルに含有される化学物質情報を確認
し、製品としての管理基準への適合を確認していること。 ●構成部材の含有化学物質情報を確認し、スタンレー禁止物質の非含有を確認している。 ● ● 不要

3.2 購買管理

個々の構成部材ごとにスタンレー禁止物質の非含有を、適切なエビデンスに基づき確認し、判定している。

エビデンス：非含有を保証するための根拠となるデータや書類、帳票等
● ● 不要

① 貴社のサプライヤの選定基準は、次の項目が網羅されている。

a) 管理基準に｢スタンレー禁止物質の非含有｣が含まれている

b) 含有化学物質情報入手・確認

c)
サプライヤの管理状況の確認
※貴社のサプライヤが貴社の2次サプライヤに同等の仕組を求めていること

d) 受入確認

e) 誤使用、混入、汚染防止

f) 反応工程の適切な管理

g) 変更管理

h) 不適合発生時の対応

i) 問題があった場合、対象ロットが特定でき、追跡調査が可能であること

j) スタンレー禁止物質の含有情報提供

貴社選定のサプライヤに対し、上記の1①の内容を要求し評価を行っている。
※生産委託先も対象です。

● ● 不要

取引を継続する場合、必要に応じて再評価している。 ● ● 不要

製品含有化学物質管理の観点での評価を実施していないサプライヤがある場合、次のいずれかの方法で購
入品を保証していますか？

・
サプライヤから初期出荷時の分析データを入手、確認を実施し、それ以降、製品ロットごと等の定期的な受入
分析を実施している。

・ 貴社での出荷時の定期的な分析。

・ 購入品が材料の場合、材料メーカーの発行した材料証明書の入手。
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ルール：

運用：

ルール：

運用：

ルール：

運用：

ルール：

運用：

ルール：

運用：

ルール：

運用：

ルール：

運用：

ルール：

運用：

ルール：

運用：

証拠欄（事実、ドキュメント名など）
(実施内容及び不足する部分を記入してください）

ルール：

運用：

●購入品の含有化学物質情報（IN情報）を入手し、必要な
内容が適切に書かれていることを確認した上で、管理基準
に適合していることを確認していること。新製品や変更品に
関しては、管理基準に沿った含有化学物質情報の入手・確
認は量産開始前までに完了していること。

●製品含有化学物質の管理基準の適用範囲として、対象
となる「組織」、「業務」、「化学物質」、「構成部材」、「工
程」、「製品」等を明確にすること。

●サプスタンス/プレパレーションからアーティクルを製造す
る場合、原材料に含有される化学物質情報を確認している
こと。工程において含有化学物質の濃度や種類が変化す
る可能性がある場合には、その変化を把握すること。その
上で、製品としての管理基準への適合を確認していること。

3.1.3
アーティクルを用いた
アーティクル製造にお
ける設計

3.1.2
サブスタンス／プレパ
レーションを用いた
アーティクル製造にお
ける設計

3.2.1
含有化学物質情報入
手・確認

実施内容

3.2.2
サプライヤの管理状
況の確認

●新規サプライヤの選定時に、サプライヤの製品含有化学
物質管理の状況を確認していること。取引を継続する場
合、必要に応じて再確認を実施していること。確認の結果
に対する処置が定められていること。サプライヤの確認の
対象、基準、頻度、方法等はリスクのレベルに応じて設定し
てもよい。

実施項目

2.3
目標の策定及び運営プ
ロセスの計画

2.4
組織体制、責任と権限
の明確化

2.1
管理基準の明確化

1. 方針

2.2
管理範囲の明確化

3.1.1
サブスタンス／プレパ
レーションの製造に
おける設計

ルール：
　
運用：

ルール：

運用：

[2.サプライヤへの評価]

[3.サプライヤへの評価に対する措置]

[4.サプライヤへの評価が未実施の場合の対応]

確認ポイント

[製品含有化学物質の管理基準の適用範囲について]
※適用範囲外を明確にすることでも可能です。

※設計部門の有無に限らず、構成部材を貴社で選定している場合は、「3.1設計・開発」の項目は必須です。

※多くの場合、3.1.2のサブスタンス／プレパレーションを用いたアーティクルの製造工程と、3.1.3のアーティクルを用
いたアーティクルの製造工程は同時に行われるため、3.1.2でアーティクルについても確認した場合は、3.1.3の確認
は省略可能です。

[含有量調査対象の特定]

※生産委託先も対象に含めて下さい。

[1.サプライヤ選定の基準／手順]

判定
管理枠組み

●●

不要

不要

回答
要否

採点

● ●
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証拠欄（事実、ドキュメント名など）
(実施内容及び不足する部分を記入してください）

実施内容実施項目 確認ポイント 判定
管理枠組み 回答

要否
採点

●受け入れ時に、購入品が自社の管理基準に適合してい
ることを確認していること。確認の対象、基準、方法、頻度
等は、購入品のリスクのレベルに応じた方法を選択してもよ
い。

スタンレーに納入する製品に使用する部品・材料は、スタンレー禁止物質非含有の確認品のみを発注または
受け入れをする仕組みにしている。

● ● 不要

3.4 工程管理

① 部品・材料置き場

スタンレー禁止物質について部品・材料は含有品と非含有品とを仕切りや表示等で混入しないよう識別してい
る。

② 製造工程およびその周辺／仕掛品置き場

スタンレー禁止物質について部品・材料は含有品と非含有品とを仕切りや表示等で混入しないよう識別してい
る。

③ 生産の工程切替時

スタンレー禁止物質について部品・材料は含有品と非含有品とを混入しないよう識別している。

④ 生産設備および治工具

スタンレー禁止物質の非含有を保証していない製造工程で使用している生産設備および治工具を使用しない
よう、識別している。

⑤ 出荷用倉庫における製品置き場

スタンレー禁止物質について部品・材料は含有品と非含有品とを仕切りや表示等で混入しないよう識別してい
る。

⑥ スタンレー禁止物質について含有品と非含有品の長期停滞品

スタンレー禁止物質について長期停滞品は含有品と非含有品とを仕切りや表示等で混入しないよう識別してい
る。

① フロー実装工程がある場合

貴社としての製品含有化学物質管理基準を適切に定め、フロー槽内の鉛の含有率を｢貴社の分析の実績に基
づき設定した期間｣で分析し、管理している。

② めっき工程がある場合

貴社としての製品含有化学物質管理基準を適切に定め、めっき槽内の[無電解ニッケルめっきの場合は鉛、亜
鉛メッキの場合は六価クロム]の含有率を｢貴社の分析の実績に基づき設定した期間｣で分析し、管理してい
る。

③ はんだめっき（電子部品の端子等のめっき）工程がある場合

貴社としての製品含有化学物質管理基準を適切に定め、めっき槽内の鉛などの含有率を｢貴社の分析の実績
に基づき設定した期間｣で分析し、管理している。

④ インク、塗料を使用している場合

インク、塗装工程がある場合は、塗布して乾燥した後の材料中の鉛、カドミウムを適切に分析し、閾値を越えな
いことを確認している、あるいはインク塗料メーカーから乾燥後の成分の証明書（分析データ、不使用証明書、
成分表等）を入手し、確認している。

⑤ 上記以外の反応工程がある場合

証拠欄にその工程の概要を記載し、対象となる禁止物質とその管理について記載をしてください。

●生産委託先の管理を適切に行なっていること。

● ● 不要

●製品のトレーサビリティを確実にしていること。
問題があった場合、対象ロットが特定でき、追跡調査が可能である。
※出荷された製品が生産工程を遡り材料などの受入れロットまでを特定できること。

● 要

① 次の項目を、製品含有化学物質の変更管理の対象にしている。

a） 構成部材の変更（例：材質変更・材料グレード変更） ● 要

b) 製造工程の変更 （例：材料メーカ変更・生産場所の変更・生産設備の変更・工程の追加変更） ● 要

社内の工程変更に対し、切替前にスタンレー禁止物質の非含有を確認する仕組みを持ち、それを実施してい
る。

● 要

貴社が工程を変更する場合（貴社のサプライヤからの工程変更申請があった場合も含む）には、貴社が事前
にスタンレーへ申請する仕組み（担当部門、手順等）がある。

● 要

ルール：

運用：

●●

3.6
トレーサビリティ

●組成変化と濃度変化によって管理対象の化学物質が管
理基準を超えて残留または生成しないように管理している
こと。

3.3 受入確認

●受け入れ時及び工程中に実施することを含めて、規定さ
れた確認事項が全て実施されたことを確認してから、製品
を出荷していること。

●

3.4.3
生産委託先の管理

3.4.2
反応工程の適切な管
理

3.4.1
誤使用・混入・汚染防
止

●管理対象とする化学物質の誤使用・混入・汚染防止策を
実施していること。

3.5
出荷時の確認

ルール：

運用：

ルール：

運用：

ルール：

運用：

●

●

●

●

●

●

ルール：

運用：

ルール：

運用：

ルール：

運用：

ルール：

運用：

●

●

●

※サブスタンス/プレパレ－ション（材料）を用いて製造する工程において、化学反応による組成変化、蒸発等による
含有濃度の変化等で、不純物含有量が変化し禁止物質の閾値を超える可能性がある場合に該当します。
該当する場合、スタンレー禁止物質の閾値を越えない管理が必要です。

3.7
変更管理

[1.変更管理の対象]

[2.社内の処理手順]

[3.社内外との連絡手順]

●製品含有化学物質管理について変更管理のルールを定
め、以下の内容を明確にしていること。
（1）製品含有化学物質に影響を及ぼす可能性のある変更
要素
　購入先の変更・追加、購入品の変更、工程の変更等（製
造条件、生産設備、型・治工具等、自社内だけでなく、サプ
ライヤ、生産委託先等における変更を含む）
（2）社内外の処理手順
　確認内容、確認手段、承認プロセス等
（3）社内外への情報伝達方法
　変更の記録、通知、識別情報等

初期出荷時および工程変更時の出荷判定で、製品含有化学物質情報等により、スタンレー禁止物質の非含有
を確認している。

※「3.2.2サプライヤの管理状況の確認」の項目で確認します。

●

●

●

不要

不要

不要

●

●

●

● 不要

不要

不要

ルール：

運用：

不要

不要

不要

不要

不要

不要
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証拠欄（事実、ドキュメント名など）
(実施内容及び不足する部分を記入してください）

実施内容実施項目 確認ポイント 判定
管理枠組み 回答

要否
採点

スタンレーに出荷した製品に、スタンレー禁止物質が含有されていたことが判明した場合の社内処理手順（連
絡、不適合の対象ロットの特定、拡散防止等）がある。
※特に事業責任者および経営者への報告ルートを定めていることが重要です。

● 要

①
スタンレーに納入する製品にスタンレー禁止物質が含有されていたことが判明した場合の対応として次の項目
を実施する仕組みがある。

a) あらかじめ期限を定め、その期限内に自社へ連絡すること。 ● 要

b) 不適合の対象ロットを報告すること。 ● 要

②
貴社内でスタンレーに納入する製品にスタンレーの禁止物質が含有されていたことが判明した場合の対応とし
て次の項目を実施する仕組みがある。

a) あらかじめ期限を定め、その期限内に自社へ連絡すること。 ● 要

b) 不適合の対象ロットを報告すること。 ● 要

4. 人的資源及び文書・情報の管理

●製品含有化学物質管理に必要な教育・訓練の内容、対
象者等を特定・実施していること。 製品含有化学物質を保証するための教育を実施している。

※教育内容としてはスタンレー禁止物質、スタンレー管理対象物質、判定方法、分析方法、工程変更・不適合
時の処理手順等

● 要

●製品含有化学物質管理に関するルールを文書化し、維
持、管理していること。また、運用の結果の記録についても
適切に作成・保管していること。 文書体系があり、製品含有化学物質管理に関する規定類を含めている。 ● 要

●供給先に対し、製品の含有化学物質情報（OUT情報）を
適切に提供していること。製品含有化学物質管理体制につ
いての問合せについても適切に対応していること。 スタンレーから依頼される化学物質含有量の調査へすみやかに回答できる仕組みがある。 ● 要

●製品含有化学物質管理の状況について、内部監査等に
よって定期的に確認し、改善の必要な事項については、改
善を実施していること。確認した結果は、経営者等に報告
すること。

製品含有化学物質管理に関する内部監査の仕組みを持ち、定期的に実施している。 ● 要

●経営者が、内部監査等の結果、不具合発生状況等を受
け、課題事項がある場合は、次期目標に反映する等、改善
を実施していること。 内部監査で発見された改善が必要な事項は、経営責任者が改善を指示している。 ● 要

評価点
（100点満点換算）

ルール：

運用：

ルール：

運用：

ルール：

運用：

ルール：

運用：

ルール：

運用：

6. マネジメントレビュー
（経営者による見直し）

4.1
教育・訓練

4.3
コミュニケーション
（情報提供）

5. パフォーマンス（実施状
況）の評価及び改善

4.2
文書及び記録の管理

3.8
不適合時の対応

●不適合品発生時の対応処置（応急処置、原因究明、再
発防止、水平展開等）のルールを定めていること。

[1.社内処理手順]

[2.社外との連絡手順] ルール：

運用：

ルール：

運用：
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●製品含有化学物質管理に取組むことを表明しているこ
と。

●品質方針、環境方針等で製品含有化学物質管理に関する内容を表明している。 ● 要 ○ 5

2. 計画策定
●製品含有化学物質に関係する法規制及び業界基準に基
づいて、遵守すべき管理規準を明確にし、関連部門に伝達
していること。

●スタンレーグリーン調達ガイドラインの禁止物質が対象となる製品とその製品に含有される物質名を明確に
している。

● 要 △ 3

●スタンレーグリーン調達ガイドラインの禁止物質が対象となる製品の構成部材（材料、部品、副資材、包装材
料、梱包材料等）を明確にしている。

● 要 × 0

●製品含有化学物質管理について目標・計画を作成してい
ること。また、必要に応じて目標・計画を見直していること。

●製品含有化学物質管理に関する目標を設定している。 ● 要 △ 2

●製品含有化学物質管理における責任と権限を明確にし
ていること。 ●製品含有化学物質管理に関する体制図が明確になっている。

・体制図には、組織名、役職、責任者・担当者、役割、権限が明記されている。
・スタンレーからの製品含有化学物質管理に関する受付け窓口と社内の連絡先が定められている。
・貴社サプライヤからの製品含有化学物質管理に関する受付け窓口と社内の連絡先が定められている。

● 要 △ 3

3. 実施及び運営

採点
回答
要否

判定
管理枠組み 証拠欄（事実、ドキュメント名など）

(実施内容及び不足する部分を記入してください）

ルール：製品含有化学物質管理運用規定　2項　○○方針による

運用：社長承認した○○方針など記載したパンフレットの配付と教育の実施

実施項目

2.3
目標の策定及び運営プ
ロセスの計画

2.4
組織体制、責任と権限
の明確化

2.1
管理基準の明確化

1. 方針

2.2
管理範囲の明確化

ルール：製品含有化学物質管理規定　4項　組織体制、責任と権限の明確化

運用：対象とした組織に必要な情報を伝達、共有していない

ルール：製品含有化学物質管理について目標、計画のルール（規定）がない

運用：毎月、1回XRF検査を実施している

ルール：管理範囲の明確化のルール（規定）がない

運用：実施していない

実施内容

●製品含有化学物質の管理基準の適用範囲として、対象
となる「組織」、「業務」、「化学物質」、「構成部材」、「工
程」、「製品」等を明確にすること。

確認ポイント

[製品含有化学物質の管理基準の適用範囲について]
※適用範囲外を明確にすることでも可能です。

ルール：製品含有化学物質管理運用規定　3項　管理基準の明確化

運用：製品含有化学物質に関する法規および得意先要求をリスト化しているが
　　　　最新版を関連部署に伝達していない
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