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2020年度化学物質管理者セミナーの演習用テキストとして、IQAI制定の“マネジメントシス  
テム” 「製品含有化学物質管理」の手引き」 の 8.4～8.5.2 を抽出して記述したものです。 

 
“マネジメントシステム” 

製品含有化学物質管理の手引き 

 

 ～ 省略 ～ 

8.3.5  設計・開発のアウトプット 

 
組織は、設計･開発のアウトプットは、確実に次のようになること。 

 
a)  化学物質等の使用制限を含む設計･開発のインプット条件を満足している。 
b)  製品･サービス提供の以降のプロセスに十分である。 
c)  適宜、モニタリング･測定の要求事項、及び、合否判断基準を含めるか又は参照している。 
d)  意図した目的、並びに、安全かつ適正な提供に必須となる製品･サービスの特徴が示してある。 
e)  適切な場合は、製品･材料等の保管･保存に関する要求事項が明確にしてある。 
f)  外部供給者の材料･部品･組立品等の評価･選定に有効な情報が示してある。 

 
設計･開発のアウトプットは、設計･開発条件に対比して検証可能なものとし、組織は、設計･開発のアウトプットに
関する文書情報を所持していること。 

 
8.3.5.1 化学物質等の使用制限に関するアウトプット 
化学物質等の使用制限に関する内容については、設計･開発のアウトプットは発行前に化学物質管理責任者の
承認を得ていること。 

 
製品納入後に化学物質等の使用制限に適用する法規制要求事項への適合を証明する裏付けとなるアウトプット
となる「技術文書」 には、次のような内容が示されていること。 
 
a)  製品についての全般的な説明 
b)  材料･部品･組立品等に関する文書 
c)  技術文書において納入製品の相当する材料･部品･組立品等の関係が分かる情報 
d)  技術文書の裏付けとなるもので、適合性を証明する基となる整合規格その他の仕様書･規格の一覧 

 

― Guidance for regulatory compliance on use of hazardous substances－ 
色の表示︓ EU50581 その他の関連規定に基づく化学物質管理のポイント 
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「技術文書」は製品納入後10年間、保管するものとし、納入後においても定期的に法規制に対して有効かどうか
の点検を行っていること。納入後の「技術文書」の有効性の確認は、シリーズ品として継続的に生産する製品の場
合にも適用する。 

 
設計･開発で使用が制限されている物質の使用が不可欠な場合は、購入･外注などの外部委託では、識別、モニ
タリング、及び、使用量の測定･分析の管理を徹底するために、必要に応じて手順書を用意する。 
 
注記1: 製品認証に関するアウトプットには次のようなものがある。 

          a) 納入仕様書・製品規格・図面 
          b) 製造仕様書・作業指示書・作業標準・工程管理表 (化学物質等の管理基準の目標 vs.実績を

示すもの) 
            c) 化学物質等の含有量の報告 
          d) 供給業者からの含有分析データ・安全データシート (SDS) 
          e) 新部品検討報告書 
          f) 社内 XRF含有分析データ 
          g) 禁止物質に関する不使用証明 
 
注記2: 製品の出荷梱包材料などの含有物質を示すデータもアウトプットに含める。 
 

8.3.6  設計･開発の変更  

 
製品･サービスの設計･開発中又はその後に加えた変更は、要求事項に対する適合性に悪影響がないように、 
必要な範囲で、識別し、レビュー･確認し、管理していること。 

 
次の点について、組織は文書情報（記録）を所持していること。 
a) 設計･開発の変更 
b) レビュー･確認の結果 
c) 変更の承認 
d) 悪影響を防止する処置 

 
注記：変更の確認は、必要に応じて、審査、検証、バリデーション（実証試験）により行う。審査、検証、バリデ
ーション（実証試験）に際しては、変更点が顧客に納入済みの製品及び構成部品に及ぼす影響についても検
討・評価していること。 

 
設計･開発の変更により購入品へ影響を及ぼす場合は、変更の実施前に、必要に応じて、当該供給元へ通知し、 
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当初設計時と異なる材料又は相当品･代替品･類似品等が納入されることになる場合は、次により対応する。 
 
a)  当初の化学物質等の含有基準を超えることがないか確認していること。 
b)  基準値を超えることが予測される場合は、リスク対応を講じていること。 
c)  変更が化学物質等の製品含有量に影響する場合は、変更の実施前に、化学物質管理責任者の承

認を得ていること。また、必要に応じて、顧客へ通知し、同意を得ていること。 
d)  変更内容を明確にした文書情報 (記録) には、変更により設計･開発インプットの目標値を超え

る可能性について分析･検討した結果も含めていること。 

 

8.4  外部調達のプロセス･製品･サービスの管理  

8.4.1  全般 

 
外部調達のプロセス･製品･サービスが要求事項に適合するように、次の場合には、組織は適用すべ 
き管理策を明確にしていること。 
a) 外部業者からの製品･サービスが組織の製品･サービスに組み込まれる意向の場合、 
b)  製品･サービスが組織に代わり外部業者から直接顧客へ供給される場合、 
c)  組織による決定の結果、プロセス又はプロセスの一部が外部業者から供給される場合。 

 
組織は、要求事項に従ってプロセス又は製品･サービスを供給できる能力に基づいて、外部業者の評価･選定、及
び作業状況のモニタリング、再評価等の判断基準を明確にして、適用していなければならない。また、これらの活動
及び評価から発生した必要な処置について、文書情報を保持していなければならない。 

 

8.4.1.1  サプライチェーンにおける化学物質等の情報収集と伝達 
 
化学物質等の有害特性を明確にするために、物質、混合物、成形品における化学物質等に関する適切な情報を
適時に収集し、サプライチェーンを通してリスク対策の推奨事項を伝達して行くことが求められる。物質又は混合物の
供給業者は、その受領者に対し使用制限物質に関する安全データシート (SDS)を提供する。一方、法規制で定
められた一定量を超える物質、混合物、成形品の使用又は製造又は上市により人の健康と環境保護に及ぼすリス
クの評価に基づいて適切な対策を特定し、運営管理をするのは、供給に関与する各組織 (製造業者・輸入業者･
川下使用者)の責任である。 

 
供給業者から受領した安全データシートで裏付けのない使用は、上述の負担をサプライチェーンにおける関係先で公
正に分担する連鎖責任を負っていると言う点では、特段の理由がない限り、川下使用者 がその物質の使用から生 
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じるリスクを評価する責任を負う。複雑な製品の場合は、サプライチェーンにおける影響を最小限にし、一貫したコスト 
 
効果のある情報提供ができるように、供給業者からの情報は、業界基準がある場合は、それに準拠したものを入手 
する。 

 
情報提供におけるコスト効果を確保するためには、組織は製品に含まれるすべての原材料･部品･組立品につい
て制限物質が存在する可能性を明確に判断できるようにする必要がある。製品のすべての部品のすべての制
限物質を分析することは、特に複雑な製品の場合は、コスト効果が保証されず、供給業者からの入手データは、
リスクに応じて総合的に判断することが有用と言える。 

 

8.4.2  サプライチェーンにおける外部業者の管理 

外部供給のプロセス及び製品･サービスが、顧客に対し一貫して適合する製品･サービスを供給できる組織の能力 
にマイナスの影響を及ぼすことのないようにしていなければならず、組織は次の点を確実にしていること。 

 
  a) 外部供給のプロセスは常に自社のマネジメントシステムの管理下で行っていること、 

b) 外部業者に適用する管理、並びに、結果のアウトプットに適用する管理の両方を明確にしていること。 
c) 以下の点について考慮していること、 

1)  一貫して顧客要求事項及び適用法規制の要求事項に適合させる組織の能力に外部供給のプロセス･
製品･サービスが及ぼす潜在影響について、 

2)  外部業者が適用する管理策の有効性について、 
d)  外部供給のプロセス及び製品･サービスが確実に要求事項を満たすために必要な検査･確認（検証）その

他の活動を明確にしていること 
 

8.4.2.1 サプライチェーンにおける外部業者の評価 

(A) サプライチェーンにおける業者評価 
 

化学物質等に関連して行う購入品･外注品の業者は、適宜、次の点に基づいて評価できる。 
a) 使用制限物質の含有可能性 
b) 購入材料・部品等の業者の信頼度 
c) 組織の以後の実作業工程（プロセス）又は組織の完成品に及ぼすリスク･影響の程度 

 
上記のa) 及び b)は以降の点を参考にして、また、c) は組織独自の判断基準に基づき評価できる。 
評価後の選定は、評価・再評価を含め、予め定めた基準に基づき判断する。 
評価及び評価結果により必要となった処置の結果は、文書情報（記録）として所持していること。 
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注記：取引き可能となった外部業者は、「認定購入先一覧表」として台帳で維持管理するとよい。 
 

上記の a) 及び b) は以降の点を参考にして、また、c) は組織独自の判断基準に基づき評価できる。
評価後の選定は、評価・再評価を含め、予め定めた基準に基づき判断する。 

 
(B) 業者評価における含有性及び業者の信頼性評価（※下記の各注記も参照） 

評価は、適宜、次のような点から決定できる。 

a) 当該部品･組立品に典型的に使用されていることが分っている材料の種類 
b) 当該使用材料の種類に制限物質が使用されていた可能性を示す過去の歴史 
c) 当該外部業者との過去の取引経験（過去の検査・監査の結果を含む） 
d) 当該外部業者から提供される情報 
e) 外部業者から文書が得られない、あるいは、得られても十分な信頼度が得られないという事実 
f)  分析試験により得られる結果 
g)  実作業工程（プロセス）及び供給･引渡しを含む、製造･組立作業全般における管理の実態 

 
注記１:上記 (B) a) 及び b) について 

公開資料･データ又は組織の過去の経験による知識に基づいて、次のような判断できる。 
1) 過去に使用されていた事実に基づき公開された信頼性のある資料･データからの判断 
2) 当該製品の材料･部品・組立品における過去の歴史から制限物質の含有確率が高い又は低いとす
る判断 

3) 製造工程に関する知識から当該材料･部品の混在などによる汚染の可能性が高い又は低いとする
判断 

 

注記 2:上記(B) c), d), e), f) 項について 
外部業者との取合いで、過去の取引で得た経験その他の知識から、あるいは、当該業者に対して次の
ようなデータの提出を求めることができる。 
 
1) 外部業者の宣言書及び／又は契約書 

-外部業者の宣言書は、制限物質の含有量が許容レベル以下で、除外事項は、特定されていること 
-契約書は制限物質の最大含有量に関する製造業者規格を満足している旨の記述があり、署名が 
入っていること 

 
上記はいずれも当該材料･部品･組立品が特定されていること。 

 
2) 材料宣言書 

-材料宣言書は特定物質の含有量情報が示してあり、除外事項は特定されていること。 
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3) 分析試験の結果 
-分析試験のデータ 

 
上記(B) f) の分析試験では、試験結果から直接的に判断することができる。分析試験の技術的な方
法についての知識（例︓スクリーニング試験の限界など）を利用するのもよい。分析試験結果の報告
を入手する場合は、顧客の要求事項及び試験結果に影響する他の要因となる点について（被検物
質、試験の種類･方法、試験試料ほか）、適宜、状況に相応した適切な判断をする。 

 
注記３:上記 (B)g) について、 
 

管理全般については、次のような点から、外部業者のマネジメントシステムを評価することができる。 
1) 化学物質等に適用する法規制を把握しているか 
2) 化学物質等の管理基準が社内にあるか 
3) 自社製品の設計・開発段階で化学物質等の含有量に配慮しているか 
4) 製造中に化学物質等の製品含有量を管理しているか 
5) 変更管理は化学物質等の製品含有量への影響を考慮しているか 
6) 自社製品の化学物質等の情報は開示できるようにしているか 

 
外部購入品が指定化学物質等を含有している場合は、当該外部業者の評価には、特定含有物質に
ついて組織側の要求を満足できるよう効果的な管理策がマネジメントシステムに組み込まれていることが
望まれる。 

 

8.4.3  外部業者への発注情報 

組織は外部業者へ伝達する前に要求事項が十分であることを確認していること。 
 

外部業者には次についての要求事項を伝えていること。 
a)  供給されるプロセス及び製品･サービスについて 
b)  次についての承認について 

 1)  製品･サービス 
2)  方式･プロセス･装置 
3) 製品･サービスの払い出し 

c)  必要な人員の資格認定を含む適格性について 
d)  外部業者と組織との相互関係について 
e)  組織が適用する外部業者の管理及び実施状況のモニタリングについて 
f)  組織又は組織の顧客が外部業者で実施する予定の検証又はバリデーション活動について 
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製品含有の化学物質等に関して、必要に応じて、外部供給者への伝達には次に関する要求事項を含める。 
a) 組織で設定した当該供給先に係わる化学物質等の管理基準。 
b)  「証明書」及び／又は「宣言書」の必要性、又は、外部からの購入品･材料の化学物質等の含有量につ
いて組織で必要と判断した「技術文書」に含める情報となるべき供給者からの提供データ[8.4.2参照]。 

c) 購入品･材料の化学物質等の含有量が外部業者において変更の必要が生じた場合の組織への通知義
務。 

d) 外部業者で発生せしめた不適合又は不具合については、予め発注時点で組織へ通知するよう求める。 
 
注記︓部品･材料の化学物質含有証明及び購入先からの提供データ (SDS)は、組織にとって重要なインプ

ットとなるものであり、化学物質等の含有分析データの入手には、次のような点も留意して伝達する。  
a)  禁止物質の含有の可能性がある部位の明示 
b)  提出してもらう化学物質等の指定 (分析機関のデータ) 
c)  提出してもらう証明書の有効期限の明示 
d)  提出してもらう証明書記載の必須事項の指定 
e)  量産部品の指定 

 

8.4.4  購入品・外注品の受入検査・確認 （ISO規格にはなし） 

組織は、購入品･材料及び外注品が発注時の指定条件（要求事項）を満たしていることを入荷時に確認して
いること。そのために必要となる検査その他必要な活動について明確にし、実施していること。 

 
組織又は顧客が外部業者の構内において発注品･材料又は外注品の検査 (現地検査) を希望する場合は、
組織は、その要領及び出荷許可について外部業者への発注文書 [8.4.3 参照] で明確にしていること。 

 
入手した製品含有物質に関する証明書及び／又は宣言書その他の提供データは、外部業者への発注文書
で指定した条件に照らして十分かどうか精査し、不十分又は食い違っている、あるいは、制限物質含有の可能
性について疑問があると判断される場合は、組織は次の方法を考慮できる。 

 
a)  当該業者へ追加のデータを要求する 
b)  組織の手順に従って現品の分析試験を実施する 
c)  代替方法を適用して評価し直す 

 
分析試験の方式及びサンプリングの方法は、分析試験結果の精度に大きく影響するため、業界基準を適用す
るか、信頼性が実証されたものを選択すること。 

 
入手データは適合証拠として十分と判断できれば、適合性の裏付けとなる「技術文書」に含めて所持し、購入 
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品は合格品として受け入れることができる。受入れ検査後の製品は、含有製品による汚染と混入防止ができ
るように置き場や倉庫内及び入出庫が適切に行えるように管理していること。 

 
化学物質等の含有検査では、物質ごとに識別して記録し、結果は、文書情報 (記録)として所持する。 

 

8.5 生産及びサービス提供 

8.5.1 生産及びサービス提供の管理  

 
組織は生産及びサービス提供は管理された状態で実施していること。 

 
管理された状態とは、適用する限り、次のような状態を言う。  
a) 次の点について明確にした文書情報を利用できるようにしていること。 
   1) 生産する製品と提供するサービスの特徴、又は、実施する活動について 

2) 達成結果について 
b) 適切なモニタリング･測定装置を利用可能な状態にし、使用していること。 

   c) プロセス又はアウトプットの管理基準及び製品･サービスの合否判断基準が満たされたことを点検･確認（検証）
するために適切な段階でモニタリング･測定を実施していること。 

d) プロセスの作業実施に適切なインフラ及び作業環境を適用していること。 
e) 適格要員（必要な資格を含む）を指名していること。 
f) 結果のアウトプットが以後のモニタリング･測定では点検･確認（検証）できない場合に、生産及びサービス提
供のプロセスが所定の結果を達成できる能力について、バリデーション及び定期的な再バリデーション[8.5.2参
照]を実施していること。 

g)  ヒューマンエラーを防止する処置を実施していること。  
h)  払い出し、引き渡し、引き渡し後の活動を実施していること。 

 

化学物質等の汚染リスクのあるプロセスは、必要に応じて、次のような管理状態で実施する。 
a) 化学物質等で汚染の可能性がある重要工程は文書で明確にし、責任者を指名し、重点管理を徹底でき
るようにすること。  

b) 取扱い・製造・組立等の段階で制限物質の生成・混入・移行等のリスクがある作業工程･プロセスでは、
適切な機器・器具が使用できる状態にあって、それらを使用していること。  

c) 潜在的な汚染リスクの予防策が講じられていること。 

 
潜在的な汚染リスクのある状況には、次のような状況が挙げられる。 
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a) 外部業者から組織の指定条件に適合していない材料･部品･組立品が入ってくる。  
b)  同じ作業場で異なった制限物質の要求事項を適用して製造･組立の作業が実施されている。  
c)  作業場で作業する人員が十分訓練されていない、あるいは、必要な情報が提供されていない。 

 

8.5.1.1  重点管理を要する工程（以下、“重点管理プロセス”）  
 
次に示すような実作業工程･プロセスは重点的な管理を要する工程（以下、“重点管理プロセス”）として判
別・確定し、必要に応じて、化学物質管理責任者のもとで管理していること。 

 
a) 酸化･還元反応その他により化学物質の組成変化、又は、濃縮･蒸発などによる化学物質の濃度変化を
起こし得る工程、又は、それによって化学物質等の使用制限の基準を超えて残留又は生成する可能性が
ある工程 

b) 不適切な取扱い、誤用･移行等による汚染を起こし得るような工程  
c) 法規制で特別な管理を要求されている場合の取扱い･保管･保存のプロセス 

 
これらの工程では、設定した化学物質等の管理基準を超えることがないように、必要に応じて、作業指示書を
用意して訓練した有資格作業者に従事させていること。 

 
異なる用途向けの製品に切り替える場合は、製造装置の洗浄･分離その他適切な方法により、副資材等の残
留がないように有害物質の製品含有量への影響を防止すること。  

 
重点管理プロセスとして判別した工程の管理は、文書情報(記録)として所持していること。  

 
誤使用･混入を起こし得るような工程は、識別表示又は相当手段によりその発生を防止し、必要に応じて、使
用する機器･装置、治工具などを分離し、部品･仕掛品及び完成品の保管は適切に行う。 

 
8.5.1.2  重点管理プロセスのバリデーション（実証試験）  

 
組織は、製品上のプロセス･作業の結果が以後のモニタリングや計測･測定では十分に確認できず、結果的に製品
を使用に供した後でしか不具合が顕在化しないような工程は、予めバリデーション（実証試験）をして、当該プロ
セス･作業が計画したとおりの結果を達成できる能力を確認していること。適用する場合、この試験は化学物質
等を扱う他の工程にも適用できる。 

 
注記1：バリデーション（実証試験）の要領には、適用する限り、次の点について明確にしていること。 

a) 実作業工程の審査･承認の判定基準の設定  
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b)  機器の承認及び作業者の資格認定  
c)  特定の方式及び手順の使用  
d)  記録に関する要求事項 
e)  実証試験のやり直し  
 
満足する結果が得られない場合、あるいは、変更が発生して実証試験のやり直しが必要となった場合は、
製品の量産を始める前に完了していること。  

 
注記2：組立て等の分析が難しくなる後工程を考慮し、重点管理プロセスの分析･測定はバリデーション（実証試

験を要する工程と指定して、“ホールドポイント”の扱いで管理してもよい。 
 

   8.5.2  識別及び追跡性（トレーサビリティ）  

 
製品・サービスの適合性を確保するのに必要な場合は、組織はアウトプットを識別する適切な手段を適用している
こと。 

 
組織は、生産及びサービス提供の全工程を通して、モニタリング及び測定の要求事項に関して、アウトプットの状況
を識別していること。 

 
追跡性（トレーサビリティ）が要求事項になっている場合は、組織はアウトプットに固有の識別番号をして、追跡が
可能になるように必要な文書情報（記録）を所持していなければならない。 

 
化学物質等の使用制限の対象となる当該品は、製品の出荷に際しては、遡及できるように、次の事項を製品
又はその梱包に明示しておくか、又はそれが不可能な場合は、同梱の文書で明確にしていること。 
 
(1)  組織の名称･商標名及び連絡可能な住所  
(2)  荷受人及び納入先の氏名及び住所  
(3)  出荷製品の識別番号 (製造番号、ロット番号、出荷管理番号ほか、製品を特定できる番号)  
(4)  出荷日及び出荷数量  
(5)  出荷を許可した権限者  

 

 ～ 省略 ～ 

 


