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 設計開発のアウトプット（8.３.５） 
 
   設計・開発のアウトプットは検証可能なものとし、次のような要件を満たすこと 
   
              a)  使用制限を含む制限物質の条件を満たしている (8.3.5.1) 
         ・・・以降の製造に十分な情報、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、製品・ｻｰﾋﾞｽの必須条件等・・・ 
       e)  購入材料・部品等の保管・保存条件を明確にしている 
             f)   外部供給者からの材料・部品等の評価・選定に有効な情報が示してある 
                          

     化学物質等の使用制限に関するアウトプット (8.3.5.1) 
 

                      ●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る 

                ●法規制の要求事項への適合証明の裏付けとなるアウトプット   

                 である 「技術文書」 は、 次の内容が含まれていること 

技術文書                                        
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 化学物質等の使用制限に関するアウトプット (8.3.5.1) 
 

                     a)  製品についての全般的な説明・概要が含まれている 

              b)  材料・部品等に関する文書 (記録を含む）が含まれている 

              c)  製品と納入品に相当する材料・部品等との関係が分かる情報 

              d)  適合証明の基となる整合規格その他の仕様書・規格等の一覧 

 
  ● 「技術文書」は、製品納入後10年間、保管する 
   
  ● 「技術文書」は、 納入後も定期的に法規制に対し有効かどうか点検する 
 
  ● この点検は、シリーズ品として継続的に生産する製品の場合も適用する 
 
  ● 使用制限物質の使用が不可欠な場合の外部購入品は、識別、モニタリング、    
     使用量の測定･分析の管理を徹底するために、必要に応じ、手順書を用意する 
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 設計開発の変更（8.３.６） 
 

  設計・開発の変更により、外部購入品に影響がある場合： 
 
                ● 購入先へ通知する 
                ● 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する 
 

      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)   設計変更が化学物質等の製品含有量に影響する場合は、変更実施前に   
         化学物質管理責任者、及び、必要に応じて、顧客の承認を得ていること  
 
      d)  変更内容を明確にした文書・記録類には、変更による設計・開発のインプット 
               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 
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サプライチェーンにおける外部業者の管理（8.4.2） 

 サプライチェーンにおける外部業者の評価（8.4.2.1) 
 
  (A) 発注品に制限物質含有の可能性 
   
                    a)  使用制限物質の含有可能性        ❶ 
          b) 購入材料・部品等の信頼性 
  
                   c)  発注側の作業工程・完成品に及ぼす  
             リスクの程度               ❷ ❸                    

       

   (B) 納入品の制限物質の含有可能性、業者の信頼性、及び当社のリスク評価の 

     基準を定め判断する     (B)：a)b)❶、c)d)e)f)❷、g)❸    

 

納入品につ
いて評価                                        

発注側の判
断基準                                        
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 サプライチェーンにおける外部業者の評価（8.4.2.1） 
 
   
❶                      a) 部品･組立品に典型的に使用されている材料か？ 

                                b）使用材料の種類に制限物質が使用されていた歴史があるか？ 
               
               c)  外部業者との取引経験（過去の検査・監査の結果等）は？ 

❷                                                             d)  外部業者から提供される情報は？ 

                e)  外部業者から文書が得られない、あるいは、得られた文書は 

                   信頼性に欠ける？ 
                  f）分析試験により得られた結果は？ 
                   

❸                g) 作業工程、製造作業全般（納入･引渡しを含む）における 

                   管理の状況は？ 
 

   ❶❷❸ 判断の根拠            ❶：公開データ、❷：取引経験、❸：現在の管理の状況         
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サプライチェーンにおける外部業者の評価（8.4.2.1） 
 

 

❶                           a)  部品･組立品等に典型的に使用されている材料か？ 

                        b）使用材料の種類に制限物質が使用されていた歴史が  

                                   あるか？ 
   
 
          
          公開資料・データ又は裏付けのある知見に基づいて： 
                        
              ➀  過去の事実により検証のうえ公開された情報・データで判断  
                                                              
            ➁  材料・部品等について歴史から制限物質の含有確率の高い・低い 
                   を判断（又は発注側の過去・現在の知見） 
 
       ➂ 製造プロセスに関する知識から当該材料・部品の混在による汚染 
          リスクの高い・低いを判断 
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 サプライチェーンにおける外部業者の評価（8.4.2.1) 
 

  ❷                       c)  外部業者との取引経験(過去の検査・監査の結果)は？ 
                                      

                      d）外部業者から提供される情報は？ 
 
                            e)  外部業者から文書が得られない、あるいは、得られた          
                                  文書は信頼性に欠ける？ 
 
                           f) 分析試験により得られた結果は？ 
 
              過去の取引で得た経験その他の知見、あるいは、外部業者に次のような 
       データの提出を求める      
 
              ➀  制限物質の含有量が許容レベル以下である旨の宣言書、及び／ 
                   又は、制限物質の最大含有量ついてメーカー基準を満たす契約書                        
            ➁  制限物質含有量が示され、除外事項が特定されている材料宣言書  
       ➂ 分析試験のデータ・結果 
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 サプライチェーンにおける外部業者の評価（8.4.2.1) 
 

  ❸                        g)  作業工程、製造作業全般（納入･引渡しを含む）に 

                     おける管理の実態はどうか？ 
 
 
            外部業者の管理・マネジメントの状況を検査・監査等により総合評価： 
 
            ➀  化学物質等に適用する法規制を理解しているか？ 
          ➁ 化学物質等に関する管理基準が社内で適用されているか？  
       ➂ 製品の開発・設計で化学物質等の含有量に配慮されているか？ 
      ④ 製造工程で化学物質等の製品含有量を管理しているか？ 
      ⑤ 変更が生じた場合、化学物質等の製品含有量への影響を考慮して 
         いるか？ 
      ⑥ 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？ 
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 外部業者への発注情報（8.4.3) 
 

             
 

  製品含有化学物質等に関して、外部業者へ次の情報を伝達する： 
 

     a)  外部業者の納入品に係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、化学物質等の含有量について 
            必要となる「技術文書」に含める情報・データ（＊注） 

 
       c)  外部業者で化学物質等の含有量に変更が生じた場合の通知義務          
 
       d) 外部業者で不適合・不具合が発生した場合の通知義務                                       
      

     ＊外部業者からのデータ(SDS)：制限物質の含有部位、証明書の記載必須事項・ 

                             有効期限等も含めておくとよい                        
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 生産及びサービスの管理（8.５.1) 
 

             
 

  化学物質等の汚染リスクのあるプロセスは、次のような管理下で実施： 
 

     a)  化学物質等で汚染のリスクがある重要工程は文書で定め、責任者を指名し、 
      重点管理を徹底できるようにする（8.5.1.1） 
                                      
   b）取扱い・製造・組立等において制限物質の生成・混入・移行等のリスクが考え 
      られる場合は、適切な機器・器具・場所等を確保し使用できるようにする 
 
       c)  潜在的な汚染リスク（＊注）の予防対策が講じられるようにする                               
      
       ＊潜在的な汚染リスクとは？     
           指定条件でない製品が入荷する、同じラインで異物質が扱われる、十分訓練 
           されていない、又は、必要な情報が提供されていない作業者が作業している等                      
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 重点管理を要する工程（8.5.1.1ー8.5.1.2) 
 

             
 
  化学物質等の汚染リスクのあるプロセスは、“重点管理工程“として管理： 
 

     a)  酸化・還元反応による組成変化、濃縮・蒸発等による濃度変化、又は、それによって 
      制限物質の基準を超える結果をもたらす可能性のある処理工程 
                                      
   b）不適切な取扱い、誤用・移行等により汚染を起こすリスクのある作業工程 
 
       c)  法規制で特別な管理を要求されている取扱い・保管・保存を要する工程                             
      
          
      必要に応じて： 
 
                 ➀作業指示書の作成、➁有資格者による作業、➂同じラインで制限物質の含有･ 
         非含有の製品を扱う場合のライン洗浄、④治工具の取扱い、➄作業の記録、                     

        適用する場合は、事前のバリデーションの実施                              
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