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製品含有化学物質管理のための
マネジメントシステム

（ISO9001:2015 & EN50581:2012）

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「序文」-全般 & リスク対応の考え (0.1&0.3)

マネジメントシステムの潜在的な利点：

a) 一貫して顧客と法規制の要求を満足した製品･サー

ビスを供給できる

b) 顧客満足を向上する機会を促進できる

c) 組織の情況と目標に合ったリスクと機会に対応

できる

d) 指定MS要求事項（QMS) への適合性を実証できる

システムの基本概念：① PDCA &プロセスアプローチ
②リスク対応（ISO31000参考）
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「序文」-手引きの利用目的 (0.2)

マネジメントシステムの利用目的：

1) 顧客と法規制の要求を満足した製品･サービスを

一貫して供給できる能力を自社で評価できる

2) 組織（製造業者･修理業者･保守業者等）が製品中の

化学物質を管理･定量化･報告する手順を設定できる

3) 組織の環境･情況及び目標に合ったリスクと機会に

対応できる

4) 製品の顧客と使用者が含有化学物質の情況を知り、

判断された過程を知ることができる
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「適用範囲」&「参考図書」 (1&2)

マネジメントシステムの適用範囲：

a) 一貫して顧客と法規制の要求を満足した製品･サー
ビスを供給できる能力を実証する必要がある場合

b) マネジメントシステムの改善プロセス、並びに、
顧客と法規制の要求への適合性確保のプロセスが
組み込まれたシステムを効果的に適用して、顧客
満足を上げて行くことを目指す場合

参考図書：ISO9001:2015;  ISO31000;  
EN50581:2012;  HSPM:2012; JISZ7201;
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「用語及び定義」 (3)

マネジメントシステムの理解を助ける用語及び定義：

a) 製品: ・・・・・

b) 化学物質等：使用禁止化学物質 (WEEE/RoHS指令)
c) 使用制限： ・・・・・

h) 組織の環境･情況：組織の内外の事業環境の要因
（＝組織のビジネス環境）

i) サプライ チェーン：複数の組織が関与する供給連鎖
j) 文書情報： ・・・・・

k) 知識： ・・
（他の用途はテキスト参照）
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「組織の環境･情況の理解」 (4.1)

組織のマネジメントシステムの構築に際して：

組織の目的 ･目標及び 戦略的方向に沿って、

◎組織内外の課題（問題点）を抽出･把握する

マネジメントシステムの意図した成果の
達成能力に影響を及ぼすような問題点

内部の環境･情況は･･･？
外部の環境･情況は･･･？

◎抽出・把握した課題（問題点）についての情報

モニタリングし、見直しをして行く
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「関係先のニ－ズ･期待の理解」 (4.2)

関係先のニーズ･期待について：

一貫して顧客及び法規制の要求を満足する製品･
サービスを提供する組織の能力に影響又は潜在的
な影響が故に、組織は次の点を明確にすること：

a) 化学物質管理のプロセスを含むマネジメント
システムの運用に係わる関係先はどこか？

b) それら関係先の要求事項は何か？

関係先と関係先の要求事項：
モニタリングし、見直しを図って行く
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「マネジメントシステムの適用範囲の決定」 (4.3)

マネジメントシステムの適用範囲の決定に際して：
次の点について考慮していること：

a) 組織内外の課題（問題点）は何か？ (4.1)

内部の事業環境･情況は？
外部の事業環境･情況は？

b) 関係先の要求事項は何か？（4.2)

c) 組織の製品及びサービスについて

※ 適用範囲内の要求事項はすべて適用必須と解する
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「マネジメントシステムの適用範囲の決定」 (4.3)

マネジメントシステムの適用範囲は“文書情報”と
して利用できるように維持管理して行く

◎ 適用規格･手引きへの適合性を主張する場合は、
組織は次の2点を保証できることが条件：

適用しないと判断した要求事項が製品･
サービスの適合性確保に影響を与えない

顧客満足を上げて行くことに影響を与えない
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「マネジメントシステム及びそのプロセス」 (4.4.1)

組織はマネジメントシステムに必要となる各プロセ
ス、及び、組織全体におけるそれらの適用可否に
ついて判断し、次の点を明確にしていること：

a) 各プロセスのインプットとアウトプット

b) 各プロセスの流れと相互関係

c) 各プロセスの効果的な実施と管理が確実となるため
に必要となる合否判断基準･方式（モニタリング、
測定、及び、関係する成果の指標）

d) 各プロセスに必要な資源の特定、及びその確保
…つづく
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「マネジメントシステム及びそのプロセス」 (4.4.1)

組織はマネジメントシステムに必要となる各プロセ
ス、及び、組織全体におけるそれらの適用可否に
ついて判断し、次の点を明確にしていること：

・・・前ページよりつづき

e) 各プロセスに対する責任と権限を有する者の配備

f) リスクと機会を取り上げて対応することについて
(6.1参照)

g) 各プロセスが意図した結果を達成するための変更

h) 各プロセス及びマネジメントシステムの改善
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「マネジメントシステム及びそのプロセス」 (4.4.2)

必要な範囲で組織は次により“文書情報”を管理：

a) 各プロセスの実施を支える「文書」の維持管理

b) 各プロセスが計画通り実施されたという確信が
得られるように「記録」の所持
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟと決意」 -全般 (5.1.1)
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最高経営者は、次のことを通して、化学物質管理プロ
セスのマネジメントシステムに関してリーダーシップ
を発揮し、その決意を示していること：

マネジメントシステムについて：

a)  実効性に対する説明責任を負う

b) 組織の華僑･情況及び戦略的方向に沿ったマネジ
メントシステムの方針＆目的･目標を策定

c)  事業プロセスと一体化させる

d) プロセスアプローチとリスク対応の考えを促推

e)  必要となる資源を利用できるようにする
…つづく

 

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟと決意」 -全般 (5.1.1) 
最高経営者は、次のことを通して、化学物質管理プロ
セスのマネジメントシステムに関してリーダーシップ：：を発揮し、決意を示していること (・・前ページよりつづき）

f)   実効性のあるマネジメントの重要性とシステム
要求事項への適合の重要性の周知

g) 意図した結果を出せるようにする

h) 要員がマネジメントシステムの実効性に貢献
できるように指揮･支援する

i)   改善を推し進める

j) 管理職のリーダーシップのサポート
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟと決意」 -顧客重視 (5.1.2)

最高経営者は、次のことを通して、顧客重視に関して
リーダーシップを発揮し、決意を示していること：

a)  顧客及び法規制の要求を明確にし、理解し、一貫
してそれらを満たして行くこと

b)  製品･サービスの適合性及び顧客満足を上げて行く
能力に影響を及ぼすようなリスクと機会を明確に
し、取り上げること

c) 顧客満足を上げて行く顧客重視の意識を維持して
行くこと
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟと決意」 -方針の策定 (5.2.1)

点を

最高経営者は、次の点を満足する管理方針を策定し、
見直し、維持していること：

a) 組織の存在目的及び環境･情況に相応しており、
組織の戦略的方向を支えるものであること

b) 目的･目標の設定の枠組みが示してあること

c) 適用要求事項を満たしていく決意が入っている
こと

d) マネジメントシステムの継続的改善に対する決意
が入っていること
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟと決意」 -役割及び責任と権限 (5.3)

点を
最高経営者は、次の責任と権限を付与していること：

（従来“管理統括者”の役割）：

a) マネジメントシステムが適用規格･手引きの要求
事項に適合しているようにすること

b)  各プロセスが意図したアウトプット（結果）を
生むようにすること

c) マネジメントシステムの運用成果及び改善の機会
(10.1) について最高経営者へ報告すること

…つづく
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟと決意」 -管理方針の周知 (5.2.2)
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管理方針は、次のようにしていること：

a) 文書情報として利用できるようにしていること

b)  組織内に周知され、理解され、適用されている
こと

c) 適切な場合、当該関係先に利用できるように
していること

 

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟと決意」- 役割及び責任と権限 (5.3)

点を
最高経営者は、次の責任と権限を付与していること：

… 前ページよりつづき

d)  組織全体に顧客重視の意識を推し進めること

e)  マネジメントシステム の変更を計画･実行する
場合は、完全性が保たれるように行なうこと

“化学物質管理責任者”の指名

a) …つづく
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟと決意」- 役割及び責任と権限 (5.3.1)

点を
最高経営者は、化学物質管理責任者を指名し、次の
責任と権限を付与していること：

“化学物質管理責任者”の責任と権限:
a)  化学物質等の使用制限に関する納入国の法規制と

顧客要求を遵守する重要性を組織内外の関係先に
周知徹底する

b) 組織で使用する化学物質等を洗い出し、製品含有
量の使用制限に関係するプロセスを明確にして、
どこでそれらを扱うかを明確にすること

…つづく
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟと決意」- 役割及び責任と権限 (5.3.1)

点を

“化学物質管理責任者”の責任と権限:
･・・前ページよりつづき

f)   必要に応じて、外部の業者にも適用要求事項を認識
させるようにする

g) リスク対策確定後、又は、制限目標設定後に変更の
必要が生じた場合は、当初の計画（目標）を見直し、
必要に応じて更新する

h)  “重点管理工程”を含むマネジメントシステムの
運用成果及び改善の必要性について、最高責任者

（又はその任にある者）に報告する
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの計画」-ﾘｽｸと機会対応(6.1.2)

点を

リスクと機会への対応計画 :
◎組織は次の事項について計画していること：

a)  リスクと機会を取り上げて対応するために必要な
処置は何か？

b) -1  処置はどのように化学物質等の管理プロセスに
組み込んで実施して行くのか？

b)-2   処置の効果はどのように評価して行くのか？

処置は、製品･サービスの適合性に及ぼす
潜在影響に相応したもの
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟと決意」- 役割及び責任と権限 (5.3.1)

点を

“化学物質管理責任者”の責任と権限:
･･･前ページよりつづき

c)  製品中に存在し得る化学物質等の種類･形式を特定し、
それらが組成変化･濃度変化、あるいは、混入し得る
工程を”重点管理工程”として判別し管理する

d)  組織の管理方針と整合する適用要求を満足させる
ための部署の使用制限目標を設定させる

e)  特定したリスクに関して、化学物質等の使用制限
目標に沿って適用要求への適合性に影響するリスク
を評価し、リスク程度に応じて有効な処置を講じる

…つづく
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの計画」-ﾘｽｸと機会対応(6.1.1)

点を

リスクと機会への対応:
マネジメントシステムの計画では、組織の課題と関係先
の要求事項を配慮してリスクと機会を明確にしている：

◎リスクと機会への対応の狙いは？

a)  化学物質等の管理プロセスを含むマネジメントシス
テムが所与の成果を達成するため

b) 望ましい影響をさらに上げるため
c)  望ましくない影響を防止又は軽減するため
d)  改善を達成するため
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの計画」-目標及び達成計画(6.2.1)

点を

管理目標及び達成計画 :
◎化学物質管理の部署目標は次のようなものとする：

ー 関連する化学品（化学物質･混合物を含む）
及び 成形品の含有物質が識別できている

ー 基本的な時間計画が示してある

ー “文書情報”として維持管理している
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「変更の計画」- (6.3)

点を

マネジメントシステムの変更計画 :
◎マネジメントシステムに変更が必要となった場合は、
変更は計画を立てて、実施する。変更に際しては、
次の点について考慮していること：

a)  変更の目的は何か？潜在的な影響はどうか？

b) マネジメントシステムのどこか不整合を生じる
ことはないか？

c) 変更に必要な資源は十分か？

d) 責任と権限は付与されているか？あるいは、
現在の責任と権限の変更は？
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの計画」-目標及び達成計画(6.2.1)

点を

管理目標及びその達成計画 :
◎組織は化学物質管理について、部署目標は次のような

ことを基に設定していること：

a)  経営の管理方針と整合している

b) 評価測定が可能である

c) 適用要求事項を考慮している

d) 製品･サービスの適合性 及び 顧客満足の向上に
関連している

e) モニタリングしている

f)  伝達･周知し、及び、g)  適宜、更新して行く
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの計画」-目標及び達成計画(6.2.2)

点を

管理目標及び達成計画 :
◎化学物質管理の部署目標は、どのように達成するか、

次の点を明確にしていること：

a)  何を実行するのか？

b)  どんな資源が必要となるのか？

c)  誰が責任を負うのか？

d)  いつ完了するのか？

e)  結果はどのように評価するのか？

目標達成管理シートを使用できる
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「支持基盤」-経営資源の作業環境 (7.1.4)

点を
マネジメントシステムのプロセスの作業環境 :
◎マネジメントシステムの各プロセスの作業に必要な
作業環境を明確にして確保し、維持管理する。

◎プロセスの適切な作業環境の例：

a)  社会的な面：差別のない、穏やかで、対決のない環境

b)  心理的な面：ストレスを軽減でき、疲労困憊を避けられ、
精神的に保護されるような環境

c)  物理的な面：温度、熱、湿度、照度、気流、衛生、
騒音対策など
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「支持基盤」-測定の追跡性 (7.1.5.2)

点を

測定の追跡性が要求事項となっている場合、又は、組織が
測定結果の有効性に確信を得るうえで不可欠な場合:
◎測定装置は次のように管理していること：

a) 国家標準又は国際標準に追跡できる測定標準に照ら
し所定の間隔で校正又は検証、又はその両方を行う

上記標準がない場合、使用する標準を“文書情報”
(記録）として所持していること

b)  現況を判断できるように表示していること

c)  校正を無効にし、以後の測定結果を損なうような
調整･毀損･劣化から保護していること

…つづき
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「支持基盤」-経営資源の人員＆インフラ (7.1.1-3)

点を

マネジメントシステムの人員＆インフラ :
◎マネジメントシステムの効果的な運用とプロセスの

作業実施･管理に必要となる人員を確保する。

現有資源の制約、外部資源の利用など

◎各プロセスの作業実施と製品･サービスの適合保証
に必要なインフラを明確にして確保し、維持管理し
ていること。インフラには次のようなものを含む：

a) 建屋及び関連するユーティリティ
b) ハードウェア･ソフトウェアを含む装置･機器類
c) 輸送用の資源
d) 情報･通信技術
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「支持基盤」-ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ及び測定の資源 (7.1.5.1)

点を
モニタリング･測定を行う場合に、有効かつ信頼性のある
結果を得るのに必要な資源を明確にし、確保する：

◎組織が配備すべき資源は次による：

a) 実施する特定のモニタリング･測定活動に適切な資源

b) 目的に適した状態を継続的に確保できるように維持
管理していること

モニタリング･測定の目的に適している証拠
“文書情報”(記録）を保管
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「支持基盤」-測定の追跡性 (7.1.5.2)&組織の知識

点を

…前ページよりつづき

校正により測定装置が目的の用途に相応しくないことが
分かった場合：

◎それ以前の測定結果の有効性に影響を及ぼしていない
か見定め、必要に応じ、適切な処置を講じていること。
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「支持基盤」-組織の知識 (7.1.6)

点を

組織の知識は内部 ･外部の資源に基づく （事例下記）：

a) 内部：

知的所有権、経験から得た知識、失敗や成功のプロ
ジェクトからや学んだこと、文書では示されていな
い知識･経験から共有するもの、プロセス･製品･サ
ービス等の改善結果など

b) 外部：

規格、学会、大会、顧客･供給元からの収集知識
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「支持基盤」-適格性 (7.2)

点を
次の点を明確にして、人員の適格性を確保していること：

a) マネジメントシステムの成果と実効性に影響する作業
の人員に必要な適格性はどのようなものか？

b) 適格性は適切な教育･訓練･実務経験に基づいて判断
された者であること

c)  適用する場合、必要な適格性を得るための処置を
講じ、その効果を評価していること

d)  適格性の証拠となる“文書情報” (記録） を所持して
いること
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34

組織は、各プロセスの作業実施上､及び､製品･サービス
の適合性を達成するうえで必要な知識が何かを見極め、
その知識を維持し､必要範囲で利用できるようにする:

変化するニーズ･傾向の把握では最新知識を考慮
し､必要な新しい知識をどのように入手するか？

組織の知識とは？

組織固有の知識であって、通常、経験で培われ、組織の
目的･目標を達成するために使用し、共有される情報

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「支持基盤」-組織の知識 (7.1.6)

© M. Nishihara IQAI 化学物質研究会
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「支持基盤」-認識 (7.3)

点を
組織の管理下で作業を実施する人員は、次の点を認識
していること：

a)   経営方針（経営の管理方針）

b)  化学物質等の使用制限に関する管理目標

c)   改善成果を含むマネジメントシステムの実効性への
貢献について

d) マネジメントシステムの要求事項に適合しないことで
示唆される事項について
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「支持基盤」-文書による情報（”文書情報”） (7.5.1-3)

点を
マネジメントシステムには、次の文書情報を示しておくこと：

－適用規格･手引きで要求された文書情報、及び
－組織で必要と判断した文書情報

文書情報の作成・更新は、次の点を確実に示してあること

a)   識別と記述（標題･日付･作成者･参照番号など）

b)   様式（言語、ｿﾌﾄｳｪｱのバｰｼﾞｮﾝ、ｸﾞﾗﾌィｯｸなど）、
及び媒体（紙・電子など）

c)   適切か、十分か、についての審査･承認

40

IQAI 化学物質研究会© M. Nishihara

 

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「支持基盤」-適格性 (7.2)

点を
作業人員の必要な適格性を得るための処置：

化学物質等に関連して：

－次のような組織の知識：

a)   関連する適用法規制、業界標準、安全データシート
（SDS）について

b)  化学物質等の特定作業、及びその使用制限について

c)   扱う設備･機器の操作に関する知識

ー当該プロセスの訓練･実務経験
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「支持基盤」-コミュニケーション (7.4)

点を
組織はマネジメントシステムに関連して内外のコミュ
ニケーションについて明確にしていること：

a)   何について伝達･周知するのか？

b)   いつ伝達･周知するのか？

c)   誰に対して伝達･周知するのか？

d) どのように伝達･周知するのか？

e)   誰が伝達･周知するのか？
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「支持基盤」-文書による情報（”文書情報”） (7.5.1-3)

点を

組織でマネジメントシステムの計画と運用に必要と判断した

外部文書： 適切に識別して管理する

記録類： 不用意に変更されることがないように保護する
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-運営の計画と管理 (8.1)  

点を

組織は各プロセスを計画し、次により実行を管理する：

・・・前ページよりつづく

e)  次の目的に必要な範囲で、文書情報(記録）を明確に
し、所持していること

ー各プロセスが計画通り実施された確信を得るため
－製品･サービスの要求事項への適合性実証のため

・プロセスの計画のアウトプットは、業務･作業に適したもの：
・変更： ・計画した変更 実施を管理（6.3）

・意図しない変更でマイナス影響がある場合
影響の軽減策を講じる
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「支持基盤」-文書による情報（”文書情報”） (7.5.1-3)

点を

マネジメントシステムで要求される文書情報は、次のように
管理していること：

a)   必要な部門で必要な時に使用できて、適切な状態で
使用できる

b)   十分に保護されるように管理する（秘匿性、不正使用、
毀損からの保護）

適宜､ 次の点について管理する（従来の「文書管理」）：

a)   配布･配信、アクセス、検索、使用
b) 保管と保存（判読性の保存を含む）
c) 変更の管理（版管理･バージョン管理）
d) 所持と廃棄処分
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-運営の計画と管理 (8.1)  

点を

組織は：

ー製品･サービス実施に関する要求事項に適合させて、

ーリスクと機会へ対応するために決めた処置（６章）を
実施するため、

次により、必要なプロセス (4.4) を計画し、実施する

a)  製品･サービスに関する要求事項を明確にする
b) 各プロセスと製品･サービスの合否判断基準を設定
c) 必要となる資源を明確にする
d)  合否判断基準に沿って各プロセスの管理を実行

･･･つづく
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-製品･サービスの要求事項 (8.2.1)  

点を
顧客とのコミュニケーションには、次の事項を含める：

a)   製品･サービスに関係する情報の提供

b) 引合い、契約又は注文(変更を含む）の取扱い

c) 製品･サービスに関係する顧客からのフィードバック情報
の入手（顧客苦情を含む）

d) 顧客所有権の扱い又は管理

e) 該当する場合、偶発時対応に関する具体的な要求事項
の策定
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-製品･サービスの要求事項の決定 (8.2.2) 

点を
顧客へ売る製品･サービスの要求事項を決定する際は、
次のような点が確実にしていること

a)   製品･サービスに関して次の要求事項を明確にする

ー適用法規制は？
ー組織が必要と考えた要求事項は？

b) 組織が売る製品･サービスについて主張する点を
実現できる
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-製品･サービスの要求事項のﾚﾋﾞｭｰ (8.2.3)

点を
顧客へ製品･サービスを納入する確約をする前に、レビュー
を行って次のような事項を把握していること (8.2.3.1)：

a)   引渡し及び引渡し後の活動に関するものを含む、顧客
指定の要求事項は？

b)    顧客指定ではないが、指定用途又は意図した用途
（既知の場合）に必要な要求事項は？

c)    組織で指定した要求事項は？

d) 製品･サービスに適用する法規制の要求事項は？

e) 契約･注文に関し、これまでの明示内容と異なる点は？
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-製品･ｻｰﾋﾞｽ要求事項のﾚﾋﾞｭｰ &変更(8.2.3-4)

点を
組織は、要求事項のレビューでは、次の文書情報（記録）
を所持していること（8.2.3.2)

a)   レビュー･確認の結果について

b) 製品･サービスに関する新しい要求事項があれば、
それらについて

製品･サービスの要求事項が変更される場合（8.2.4) ：

ー当該文書情報が修正されること

ー当該人員に変更内容が確実に認識されること
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-製品･サービスの設計･開発の計画 (8.3.2)

点を
設計･開発の各段階及び管理策を決める際は、次の点に
ついて考慮していること：

a)   設計･開発活動の内容･期間･複雑さ

b) 設計･開発審査を含むプロセスの必要な各段階

c) 設計･開発の検証とバリデーションの活動

d)   設計･開発プロセスに関与する責任と権限

e)   製品･サービスの設計･開発のための内外資源の
ニーズ

f) 設計･開発プロセスに関与する人員間のインター
フェースの管理の必要性 …つづく
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-製品･サービスの設計･開発の計画(8.3.2)

点を

設計･開発の計画

・・・前ページよりのつづき

g) 製品･サービスに顧客及びユーザーの関与の必要性

h) 以降の製品･サービス提供に関する要求事項

i) 顧客その他の当該関係先から設計･開発プロセスに
期待される管理のレベル

j)   設計･開発の要求事項が満たされたことを実証する
うえで必要となる文書情報（記録）
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-設計･開発のインプット (8.3.3)

点を

設計･開発の対象となる特定種の製品･サービスに必須と
なる要求事項を明確にして、次の点（インプット）を考慮：

a) 機能上･性能上の要求事項
b)  過去の類似の設計･開発の活動から引き出した情報
c)   法規制の要求事項
d)  組織が運用を約束した規格又は慣用基準
e)  製品･サービスの性質に起因する故障の潜在影響

◎化学物質等に関して、定期的又は必要のつど、納入国
の適用法規制に変更がないか予め確認していること。
相反する事項は解決し、インプットの記録を所持する。
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-設計･開発の管理策 (8.3.4)

点を
設計･開発のプロセスに管理策１-3を適用して、次の点を
確実にしていること：

a) 達成すべき結果を定義づける
b) 設計･開発の結果が要求事項を満たす能力があるか

評価する審査を実施 設計審査・・管理策 1
c) 設計･開発のアウトプットがインプット要求事項を満たす

ように検証活動を実施 設計検証・・管理策 2
d) 製品･サービスが確実に指定用途の要求事項を満たす

ように実証試験を実施 ﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ・ ・管理策 3
・・・つづく
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-設計･開発の管理策(8.3.4)

点を
設計･開発のプロセスに管理策１-3を適用して、次の点を
確実にしていること：

・・・前ページよりのつづき

e) 審査･検証･バリデーション等で明確になった課題に

必要な処置を講じる

f) これらの活動の文書情報（記録）を所持していること
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-設計･開発の管理 (8.3.4)

点を
設計･開発のプロセスにおける管理策－1 ：

◎審査･開発の審査：

a)  設計･開発成果が化学物質等の制限目標値を超えない
b)  問題点(課題)を抽出し、必要な対策を提案する
c)  審査の参加者：

－当該設計・開発段階の設計･開発関係者
ー関係しない部外の者
ー化学物質等の審査では、化学物質管理責任者の
参加を得て、内部・外部の専門家を含める

d)  文書情報（記録）を所持する
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-設計･開発の管理策 (8.3.4)

点を

設計･開発のプロセスにおける管理策ー２：

◎審査･開発の検証：

a)  法規制その他の設計･開発のインプット事項を満たして
いることを確認する

ーインプット対結果の対比評価
ー代替計算による比較検討
ー類似品との対比評価

b)  結果は文書情報（記録）として所持
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-設計･開発の管理 (8.3.4)

点を

設計･開発のプロセスにおける管理策ー３：

◎審査･開発のバリデーション（実証試験）：

a)  成果品が指定用途に関する要求事項を満足できるように
計画に従ってバリデーションを行う

b)  バリデーションは引渡し又は実用開始前に行う

c) 結果は文書情報（記録）として所持

◎化学物質等尾の製品含有量について、最終製品による
サンプリング試験を実施：有効な統計的論拠に基づく

不合格 適切な処置を実施、必要に応じ是正処置
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１4 



■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-設計･開発のアウトウット (8.3.5 & 8.3.5.1)

点を

・・・設計･開発のアウトプットのつづき

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か？

アウトプットに関する文書情報（記録）を所持していること：

◎化学物質等の使用制限に関する内容（ 8.3.5.1）

発行前に化学物質管理責任者の承認を得る

製品納入後に化学物質等の使用制限に適用法規制
への適合性の裏付けとなるアウトプットの「技術文書」
（ EU“整合規格” EN50581 が推奨する内容） ….. 次頁
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-設計･開発のアウトウット (8.3.5)

点を

設計･開発のアウトプットは次の点が確実になるよう確認：

a) 化学物質等の使用制限を含む設計･開発のインプット
条件を満たしているか？

b) 製品･サービスの以降のプロセスに十分であるか？
c) 適宜、モニタリング･測定の要求及び合否判断基準を

含める又は参照しているか？

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か？

e) 適切な場合、製品･材料の保管・保存に関する要求事項
が明確にされているか？

･･･つづく
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-設計･開発のアウトウット (8.3.5.1)

点を
適用法規制への適合性を実証する「技術文書」には
次の内容を含める（EN50581)：

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) 技術文書の中で、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、適合証明の基

となる整合規格その他の仕様書･規格の一覧

「技術文書」は、製品納入後10年間、保管すること。
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-設計･開発のアウトウット (8.3.5.1)

点を
使用が制限されている物質の使用が不可欠な場合：
購入･外注などの外部委託では、識別･モニタリング
及び含有量の測定･分析の管理を徹底する
（必要に応じて手順書を用意）

シリーズ品で継続的に生産する製品については、
「技術文書」の有効性を定期的に確認する。

◎製品認証に求められるアウトプット：
テキストの 8.3.5.1 注記 3参照
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１５



 
 

 
 
 
  

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-設計･開発の変更（8.3.6)

点を

設計･開発中又はその後に加えた変更は、適合性に悪影響
がないようにするために必要な範囲で、識別し、レビューし、
管理していること。

変更は次の点について文書情報（記録）を所持する：

a)  設計・開発の変更内容
b)  レビューの結果
c)  変更の承認
d)  悪影響を防止する処置

変更の評価は、必要に応じて、審査、検証、バリデー
ションにより行い、評価は既納品についても行う。
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-設計･開発の変更 (8.3.6)

点を
◎変更が購入品に影響を及ぼし、当初の設計時と異なる

材料又は相当品･代替品･類似品が納入されることに
なった場合：

a)当初設計時の化学物質含有基準を超えないか？
（超えるリスクがある場合は、リスク対応処置）

b)変更実施前に化学物質管理責任者の承認を得たか?

c)必要な場合、顧客の同意を得たか？

d)文書情報（記録）には、インプットの含有目標値を
超える可能性を分析・検討した結果を含める
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-外部調達のﾌﾟﾛｾｽ･製品･ｻｰﾋﾞｽの管理（8.4.1)

点を
次の場合には、外部調達には適用する管理策を明確に
していること：

a)   外部業者の製品･サービスが組織の製品･サービスに
組込まれる予定の場合

b)   製品･サービスが外部業者から直接顧客へ供給される
場合

c)   組織による決定で、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

◎ﾌﾟﾛｾｽ･製品･ｻｰﾋﾞｽを提供できる能力に基づいて評価･
選定、作業状況のモニタリング、再評価等の基準を設定
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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あらゆる情報を
適時に収集し、サプライチェーンを通してリスク対応の推奨事
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、受領者に対して使用制限物
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、
又はそれらの製造又は上市により人の健康と環境保護へ及
ぼすリスクの評価に基づいて適切な対策を特定し運営する。
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝにおける化学物質等の情報収

集と伝達 (8.4.1.1)

 

１６ 



 
 

 
 
  

これは供給業者に関連する各組織（製造業者・輸入業
者・川下使用者等）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網羅されない使
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うと言う目的では、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。
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝにおける化学物質等の情報収

集と伝達 (8.4.1.1)

 

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。

しかし、製品に存在する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。

66

IQAI 化学物質研究会© M. Nishihara

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝにおける化学物質等の情報収

集と伝達 (8.4.1.1)

 

顧客に対して適合した外部業者のプロセス･製品･サービス
を納入できる組織の能力にマイナス影響を及ぼすことの
ないように、次の点を確保すること：

a)   外注プロセスは自社の管理下で行う
b) 外部業者へ適用する管理策、並びに、業者のアウト

プットに適用する管理策、両方を明確にする

c) 次の点について考慮していること：

－ 外部委託が組織の能力に及ぼす潜在影響
－ 外部業者が適用している管理策の有効性

d) 外部供給のプロセス及び製品･サービスが確実に要求
を満たすのに必要な検査･確認（検証）活動を決める

67

IQAI 化学物質研究会© M. Nishihara

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-管理の方式及び範囲･程度 (8.4.2)
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝの外部業者の評価 (8.4.2.1)

(A) サプライチェーンにおける化学物質等に関連した購入品･
外注品の業者評価：

a)  使用制限物質の含有可能性は？
b)  組織の以後の実作業工程、又は、組織の完成品に

及ぼすリスク・影響の度合いは？
c)  購入材料･部品等の業者の信頼度は？

組織は具体的な評価･選定基準を設定、結果は文書
情報（記録）として維持管理

取引可能となった外部業者は「認定業者一覧表」
として台帳管理 …つづく

 

１７ 
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝの外部業者の評価 (8.4.2.1)

(B)有害化学物質等の含有可能性と信頼度の業者評価：

a) 公開資料･データ又は過去の経験により分かっている
当該部品･組立品の材料

b) 制限物質が使用されていた可能性を示す過去の歴史
⇒注記１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
c) 業者との取引経験（過去の検査･監査の結果を含む）
d) 業者から提供される情報
e) 業者からの情報が不十分で信頼度が得られない事実
f)  分析試験により得られる結果 ⇒注記 2
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
g) 製造･組立作業全般における管理の実態 ⇒注記 3
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝの外部業者の評価 (8.4.2.1)

(B)有害化学物質等の含有可能性と信頼度の業者評価
◎注記１ ”過去の歴史” について ー 前記 （B)a) , b) ：

1) 過去に使用されていた事実に基づく信頼性のある
公開資料･データから判断

2) 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) 製造工程の知識から汚染の可能性が高い又は低い
とする判断

◎注記２ “業者からの情報” について―前記(B)c), d), e), f) 
1) 業者としての宣言書及び／又は契約書（署名入り）
（許容以下の含有量、除外事項、業界の最大含有量）
2) 特定物質の宣言書（含有量、除外事項） ・ ･・つづく
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝの外部業者の評価 (8.4.2.1)

(B)有害化学物質等の含有可能性と信頼度の業者評価
◎注記２ “業者からの情報” について―前記(B)c), d), e), f)
･･･前頁のつづき

3) 分析試験のデータ（データから直接判断）

顧客の要求事項及び試験結果に影響する他の要因
（被検物質、試験の種類･方法、試験試料ほか）は
適宜、状況に応じて適切に判断する。
分析試験の技術的な手法についての知識（例:スク
リーニング試験の限界など）を利用するのもよい。

◎注記３ “管理全般” について―前記(B)g)：
業者のマネジメントシステムの評価

… 次頁へ

･･
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー 「運営」-ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝの外部業者の評価 (8.4.2.1)

(B)有害化学物質等の含有可能性と信頼度の業者評価
◎注記３ “管理全般” について―前記(B)g)：システム評価

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使用制限を管理しているか？
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か？

指定物質含有が明確な場合、システム上の管理策が望まれる。

１８
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運営」-外部業者への発注情報（8.4.3)

◎組織は発注時に外部業者へ次の要求事項を伝える：

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)  払出し･出荷

c) 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と状況のモニタリング

f) 組織又は顧客が外部業者で実施する検証･バリデー
ションの活動について
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◎製品含有の化学物質等に関して、必要に応じて、発注時に
次の要求事項を伝える：

a) 組織で設定した業者に関係する化学物質等の含有基準

b) 証明書及び／又は宣言書の必要性、その他、組織の
「技術文書」に含める業者からの提供データ (*)

c) 化学物質等の含有量が業者で変更の必要が生じた場合
の通知義務

d) 業者で発生した不適合について対応処置の通知と承認

(*) SDS：含有部位、指定物質、証明書の有効期限、その他
必要事項を明確に指定して入手する。

… 次頁へ

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運営」-外部業者への発注情報（8.4.3)
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◎部品･材料の非含有証明及び購入先の提示データ(SDS)は、
組織にとって重要なインプットであり、化学物質等の非含
有分析データの依頼は、次のような点も留意して伝達：

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

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運営」-外部業者への発注情報（8.4.3)
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【外部業者品の受入れ検査】 (ＩＳＯに規定なし）

◎発注時に要求した証明書及び／又は宣言書他の業者から
の提供データが不十分、食い違っている、又 は疑いがある
と懸念される場合は、次の方法を考慮できる：

a) 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・検査の方式及びサンプリングの方法は、信頼
性が保証されたものを選択:

文書･データ : 適合証拠として十分 「技術文書」
製品 : 汚染･混入防止ができる置き場又は倉庫保管

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運営」-外部業者品の受入れ検査（8.4.4）

 

１９ 
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◎化学物質等の汚染リスクがある作業工程･プロセスは、
適宜、次のような管理状態で実施：

a) 汚染又は混入のリスクがある作業工程・プロセスは、文
書で明確にされ、責任者が指名され、重点管理を徹底
できるようにしている

b) 取扱い･製造･組立等の段階で制限物質の生成又は混入
リスクが高い作業工程･プロセスでは適切な機器を使用

c) 次のような潜在汚染に対して予防策が講じられている：

汚 ・業者から適合しない材料･部品･組立品が入荷
染 ・同じ作業場で異なった制限物質の作業を実施
源 ・作業員に訓練していない、情報が提供されない

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運営」-生産及びサービス提供の管理（8.5.1）
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◎生産及びサービス提供は次のような管理状態で実施：

a)  次の点を明確にした文書情報（文書）が利用できる：
1) 製品･サービスの特徴又は実施する活動
2) 達成すべき結果

b) モニタリング･測定用の装置を利用できてそれを使用

c) プロセス又はアウトプットの管理基準及び合否判断
基準を満足したことを確認するﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ･測定を実施

d)  適切なインフラ及び作業環境を適用

e) 適格要員を指名
f) 必要な工程にバリデーション･再バリデーション実施
g) ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ防止策、h) 引渡し･引き渡し後の活動実施

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運営」-生産及びサービス提供の管理（8.5.1）
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◎次のような工程･プロセスは、“重点管理工程”として管理：

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･蒸発により物質に濃度変化が起こり得る工程、又は
それによって化学物質等の使用制限基準を超えて残留
又は生成する可能性がある工程

b) 誤使用･混入汚染が起こり得るような工程

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

対 ・指示書を用意し訓練した有資格者が従事
応 ・識別表示、装置･治工具の分離、適切な保管
策 ・異なる用途品は装置の洗浄、副資材残留防止

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運営」-重点管理を要する工程（8.5.1.1）
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・作業の結果が以後のモニタリングや測定では確認できない
工程･プロセスは、バリデーションを行って達成能力を確認：

・バリデーションの要領には、次の点を明確にしていること：

a)  作業工程の審査･承認の判定基準の設定

b)  機器の承認及び作業者の資格認定

c)   特定の作業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

初期のバリデーションは量産前に完了！

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運営」-重点管理プロセスのバリデーション(8.5.1.2）
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・製品･サービスの適合性を確保するのに必要な場合は、
アウトプットを識別する適切な手段を適用

・生産及びサービス提供の全行程を通じて、モニタリング
及び測定要求事項について、アウトプットの現況を識別

・追跡性（トレーサビリティ）が要求事項となっている場合は、
アウトプットに固有の識別番号を管理して、記録を所持

・化学物質等の使用制限の対象となる場合の追跡性は
現品、梱包、又は同梱文書に次の事項を示しておく:

(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･住所
(3)  製品の識別番号 (製造番号､ロット番号､出荷番号等）
(4)  出荷日及び出荷数量、 (5)  出荷を許可した権限者

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運営」-識別及び追跡性･トレーサビリィティ（8.5.2）
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・顧客又は外部業者の所有物件は、次の間は識別、点検し、
保護･防護をしていること：

ー組織の管理下にある
ー組織が使用している間

・紛失、損傷、あるいは使用に適さない状況が発見された場
合は、顧客又は外部業者に報告し、事実が分かる文書情
報（記録）を所持していること

・化学物質等の使用制限に係わる化学品・素材・成形品が
製品に組み込む予定で顧客から組織へ支給される場合は、
化学物質等の含有部位、含有量等について、顧客から文
書情報を入手していること

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運営」- 顧客又は外部業者の所有物件（8.5.3）
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・生産及びサービス提供の間、プロセスのアウトプットは
要求事項への適合性を確保するうえで必要な範囲で、
保全をする (8.5.4）

・保全とは？ 識別表示、場内煩躁、取扱い、汚染管
理、包装･保管、移動、保護など

・製品・サービスに関連する引渡し後の活動（8.5.5）
引き渡し後の活動範囲を判断する際は、次の点を考慮

a) 法規制の要求事項
b)  製品･サービスに関連した望ましくない潜在影響
c)  製品･サービスの性質･用途･計画寿命
d)  顧客の要求事項
e)  顧客のフィードバック

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運営」- 保全 & 引き渡し後の活動（8.5.4 & 8.5.5）
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・要求事項に継続して適合するために必要な範囲で、製
品･サービス提供の変更はレビューし管理する (8.5.6)

・変更点のレビュー結果、 変更の承認者、レビューにより
必要となった処置（あれば）を記述した文書情報 (記録）
を所持しておく

・ 製品・サービスの要求事項を満たしていることを確認する
ために適切な段階で計画した要領を実施する (8.6)

・ 顧客への引渡しは計画した要領が満足に完了しない限り、
行ってはならず、引渡しの記録には次の事項を含める：

a) 合否判断基準に適合している証拠となるもの
b)  払出し･引渡しの承認者を追跡できるもの

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運営」- 変更の管理 & 製品･ｻｰﾋﾞｽの払出し･出荷

（8.5.6 & 8.6）
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◎検査･点検計画の実施において：

・ 中間･最終段階では、計画した重点管理プロセスの対策
の効果を検査・モニタリングし、結果を記録しているか？

・ 最終検査のサンプリングでは、生産ロットに応じた適切な
サンプルを抽出しているか？

・ 製品の出荷では、構成している材料･部品･組立品の
制限物質の適切かつ有効なデータが得られているか？

・ 材料･部品等の制限物質データは要求を満足しているか？

・満足な結果が得られていない場合：
a) 追加データ・情報の入手、 b)  再評価実施の要否

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運営」- 中間及び最終段階の検査･モニタリング
（ 8.6.1）（ISO規格にはなし）
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◎最終検査では、次の点が解決されているか確認：

a) 使用制限物質の要求事項が変更になっていないか？
b) 購入した材料・部品・組立品に変更はなかったか？
c)  製造・組立の作業に変更はなかったか？

・出荷許可は、化学物質管理責任者の承認を得ている

・顧客の要請がある場合は、出荷に際し：

ー自社のマネジメントシステムで制限物質の管理対策が
実施された旨を証明する

ーシステムを運用していない場合は、当該製品の適合を
実証出来る文書情報（記録）を提示する

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運営」- 中間及び最終段階の検査･モニタリング

（ 8.6.1）（ISO規格にはなし）
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◎アウトプットが不適合の場合（納入後の発見も含む）

ー識別して不用意な使用を防ぐ管理をする(＝識別）
ー不適合の内容及び適合性に及ぼす影響に基づいて

適切な処置を講じる

・不適合のアウトプットは、次の一つ又はそれ以上の
方法で処理していること：

a)  修正・手直し
b) 製品･サービスの別置き、隔離、返品、又は、保留
c) 顧客への通知
d)  特別採用受諾の認可を得る

修正・手直し後は、要求事項に適合していることを点検する

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運営」- アウトプットの不適合管理（ 8.7.1）

 

◎不適合のアウトプットに関し、次の点を記述した文書
情報（記録）を所持していること：

a) 不適合の内容
b) 処置の内容
c) 特別採用の内容
d) 不適合に関して処置決定の権限を有する者の識別

・顧客の協力を求める必要があった場合は、顧客との
協議の経緯及び結果を文書情報（記録）に含めている
こと。
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■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運営」- アウトプットの不適合管理（ 8.7.2）
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◎化学物質等の使用制限に関して受入れ時、中間時、最
終段階での検査･測定で発見された不適合の管理手順に
は次の点を含める：

ー識別表示
ー別置き
ー隔離
ー処置の決定･実行
ー再検査
ー責任と権限
ー記録
ー報告

・外部業者で発生した不適合は、組織が発注時点で報告
するよう求め、報告は文書情報(記録)を所持する

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運営」- アウトプットの不適合管理（ 8.7.3）

 

90

IQAI 化学物質研究会© M. Nishihara

出荷前のサンプリング検査で不適合が発見された場合：

ー検査ロットと同じ製品・部材に類似の不適合がない
か確認する

ー波及範囲、発生ロット、対象設備などを特定して、
拡散防止（出荷停止、製造停止など）を図る処置
を実施する

ー処置後、化学物質管理責任者の承認を得て出荷する

引渡し後又は使用開始後に不適合が発見された場合は、
保管記録を精査し遡及調査し、直ちに次の処置を実施：

a) 修正･手直しを行って適合状態にする
b) 回収して適合品を納入又は代替策を講じて解決
c) 不適合の詳細と対応処置を当局に告知する

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運営」- アウトプットの不適合管理（ 8.7.3）
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引渡し後又は使用開始後に不適合が発見された場合：

･…前頁のつづき

前記a)で不適合を適合状態にできない場合、顧客を含む
関係者の間で解決策を協議して処理する

◎化学物質等の使用制限に関連する不適合：

ー台帳で管理して流通業者に通知できるようにする
ー発生原因がシステム又はプロセス上の問題であると

認識された場合は、化学物質管理責任者の責任で
解決を図る

ー原因除去の必要がある場合は、是正処置を実施
(10.2参照)

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運営」- アウトプットの不適合管理（ 8.7.3）
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モニタリング･測定･分析･評価は、次の点を明確にする：

a)  何についてモニタリング･測定するのか？
b)  どのような方法で、モニタリング･測定･分析･評価

するのか？
c)  モニタリング･測定はいつせねばならないのか？
d)  モニタリング･測定の結果はいつ分析し評価せねば

ならないのか？

組織は、次の点について評価していること：

・化学物質等の管理プロセスを含むマネジメントシステム
の運用成果及び実効性について(9.1.1)

・顧客満足度について顧客側の認識について (9.1.2)
例：顧客調査､納入品の顧客の意見収集､顧客面談､市

場占有率分析､賞賛､保証クレーム･ディーラー報告

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運用成果の評価」- ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ･測定･分析･評価（ 9.1）
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前項のモニタリング･測定の分析で得たデータ･情報は、
次の点についての評価に使用する (9.1.3)：

a)   製品･サービスの適合性は？
b)   顧客の満足度は？
c)   マネジメントシステムの運用成果と実効性は？
d)   計画が効果的に実行されたか？
e)   リスクと機会に対応するために講じた処置の効果は？
f)    外部業者の運営状況は？
g)   マネジメントシステムに対する改善の必要性は？

化学物質管理責任者は、次のことを実施：
ー化学物質等の管理プロセスについて収集した
データ･情報を分析し、継続的改善の余地を検討

ー結果はマネジメントレビューのインプットとして報告

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運用成果の評価」- ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ･測定･分析･評価（9.1）
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組織は、内部監査について次の事項を実施 (9.2.2) ：
・・・前ページよりつづき

c)   監査の客観性と公平性が確保できる監査員を人選
d)   監査結果を確実に当該管理者へ報告する
e)   不当に遅滞なく、適切な修正及び是正処置を講じる
f)   監査綱領の実践と監査結果の証拠となる文書情報

(記録)）を所持しておく

◎マネジメントシステムが継続して適切であるか、十分か、
有効か、また、組織の戦略的方向に沿っているか、所定
の間隔でレビューしていること (9.3.1）

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運用成果の評価」- 内部監査 & マネジメントレュー
（ 9.2.2 & 9.3.1）
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組織は、次の事項（インプット）を考慮してマネジメントレビュー
を計画し、実施していること：

a)   前回までのマネジメントレビューで講じた処置の状況は？
b)  化学物質等の管理プロセスを含むマネジメントシステムに

関連する内外課題の変化・変更（戦略的方向を含む）は？
c)   次の点における傾向を含むマネジメントシステムの運用

成果と実効性に関する情報は？
1)  顧客満足度
2)  品質目標の達成度
3) プロセスの実施状況及び製品・サービスの適合性

･･･つづく

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運用成果の評価」- マネジメントレビューのインプット

（ 9.3.2）

 

２４ 
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◎所定の間隔で内部監査を実施し、化学物質等の管理
ﾌﾟﾛｾｽを含む ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ に関し次の点を確認 (9.2.1):
a)-1  組織の要求事項（化学物質等の使用制限目標と

計画を含む）に対して適合しているか？
-2 適用規格等のシステム要求に適合しているか？

b) 効果的に実行され、維持管理されているか？

組織は、内部監査について次の事項を実施 (9.2.2)：

a) 監査綱領を策定し、実践し、維持管理する
（頻度･方式･責任･計画･報告等を示し、懸念プロセスの
重要性、過去の監査結果、組織に影響を及ぼす変更等）

b) 監査のつど、監査基準と適用範囲を明確にする
･･･つづく

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運用成果の評価」- 内部監査（ 9.2）
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マネジメントレビューレビューのアウトプットは、次の点に関
する決定と処置を含めていること：

a)  継続的改善の機会
b) マネジメントシステムの変更の必要性
c) 資源のニーズ

マネジメントレビューの結果は、文書情報 (記録）を所持
していること。

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運用成果の評価」- マネジメントレューのアウトプット
（ 9.3.3）
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組織はインプットを考慮しマネジメントレビューを計画し、実施：

c)  次の点における傾向を含むマネジメントシステムの運用
成果と実効性に関する情報は？
･･･前ページよりつづき

4) 不適合及び是正処置
5) モニタリング･測定結果
6) 監査結果
7) 外部業者の実施状況

d) 資源は十分か？
e) リスクと機会を取り上げるために取った処置の実効性？
f) 改善の機会は？

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運用成果の評価」- マネジメントレビューのインプット
（ 9.3.2）
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組織は改善の機会を取り上げ、顧客の要求と満足度を高め
て行くのに必要な次のような処置を実施する (10.1)：

a)  要求事項に適合し、将来のニーズ･期待に対応する
ために製品・サービスを改善して行く

b) 望ましくない結果･影響を修正し、予防し、軽減して行く
c) 化学物質等の管理プロセスを含むマネジメントシステム

の運用成果と実効性を上げて行く

◎苦情を含む不適合が発生した場合は、次の事項を実施
(10.2)：

a)-1   管理策を講じ、修正･手直しの処置をする
-2 結果による影響を処理する

・・・つづく

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「改善」- 全般-改善-不適合と是正処置-継続的改善

（ 10.1＆10.2）
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◎苦情を含む不適合が発生した場合は、次の事項を実践して
いること (10.2)：

・・・前頁よりのつづき

b) 再発又は別の発生を防ぐため発生原因を除去する処置
が必要か否かを評価する：

1) 不適合の精査と分析； 2)  不適合の原因究明；
3)  類似不適合の存在と発生の可能性を判断

c) 必要となる処置があれば、それを実施
d) 実施した是正処置があれば、その効果を確認

（是正処置は遭遇した不適合の影響に応じたもの）
・・・つづく

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運用成果の評価」- 改善（ 10.2-3）

２５
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分析･評価の結果 及び
マネジメントレビューのアウトプット から

継続的改善の一環で取り上げるニーズと機会がないか判断
していること（10.3）

― 完 ー

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運用成果の評価」- 継続的改善（ 10.3）
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◎苦情を含む不適合が発生した場合は、次の事項を実践して
いること (10.2)：

・・・前頁よりつづき

e) 必要な場合は、計画段階で特定したリスクと機会を更新：
化学物質等の使用制限に関連する不適合から、製造工
程で予測された以上の管理対策の実効性を損なうよう
なリスクが認識される場合は、懸念リスクに対応でき
る十分な（新たな又は追加の）対策を講じる

f)  必要な場合は、化学物質等の管理プロセスを含むマネジ
トシステムに変更を加える

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
ー「運用成果の評価」- 改善（ 10.2）

 

２６ 

■リスクマネジメントの実践（参考用）

ical Abstracts (CA) を作成している

アメリカ化学会 (American Chemical Society, ACS) で報告された化学物質

（CAS登録番号を付与されたもの） → 無機・有機の化合物 約3,000万種

～EU・中国ほかの法規制違反とならない RMの実践～

・EU決定であるDecisionNo.768/2008/EC の“ Module A”
第三者の認証を要しない“自己宣言”

・指令によるCEマーキングで要求される「技術文書」 (8.3.5）
①製品の概要が分る説明書；

②製品を構成する材料・部品等の説明（型番・名称・品番他）；
③前記①②の関係性が分る図面・仕様書・リストなど；

④適合証明の裏付けとなるもの（EU整合規格、非含有証明）；

⑤その他、リスクに応じたマネジメント実践を示す文書・データ

例：設計図面・仕様書；部品明細書（BOL);取扱説明書；化学物

質成分表；分析試験の手順書・検査成績書（レポート）ほか
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ありがとうございました。

■製品含有化学物質管理のマネジメントシステム
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