
REACH規則
化学物質の登録・評価・
認可・制限に関する規則。
2007年にEUで施行さ
れた、製造・輸入される物
質や製品含有物質に対
する包括的な化学物質
規制。

IMDS
自動車を構成する約3万
点の部品の材料および
含有物質情報を収集す
るためのシステム。

JGPSSI
グリーン調達調査共通
化協議会。電気・電子機
器メーカの有志企業が
集まり、部品・材料に含有
する化学物質調査の共
通化の取り組みを行う協
議会。

AIS
JAMP（アーティクルマネ
ジメント推進協議会）が
提供する、製品の含有化
学物質に関する情報伝
達を行うためのシート。

ELV指令
廃自動車指令。2002年
にEUで施行された、使用
済み自動車のリサイクル
率や規制物質を定めた
規制。

RoHS指令
電気・電子機器に対する
特定有害物質の使用制
限に関する指令。2006
年にEUで施行。

PRTR物質
特定化学物質の環境へ
の排出量の把握等及び
管理の改善の促進に関
する法律で指定された
化学物質のこと。この法
律には、環境への排出量
などを把握して届出を行
う制度が規定されている。

41 CSR Report 2011

環境報告

環境負荷物質

基本的な考え方
　私たちは、環境負荷物質の取り扱いについて、
①お客様の要求への対応、②グループ内での取
り扱い、③お取引先からの調達、の3つの段階から
成る管理体制を構築しています。
　法規制やお客様の要求に確実に対応するのは
もちろんのこと、環境負荷物質による環境や人体
への影響を小さくするよう、環境負荷物質の使用
と排出の削減に取り組みます。

お客様
　製品含有化学物質に関する規制の強
化を受け、自動車や電機・電子業界をは
じめとするお客様からの遵守要請が強
くなっています。欧州のREACH規則*を
機に製品への化学物質の含有状況の調
査が増加していますが、非含有宣言書
の提出、IMDS*やJGPSSI*調査回答ツ
ール、AIS*などによる各種データの提
出、管理体制に関する調査や監査への
対応など、適切な対応に努めています。

Voice

　環境負荷物質への規制は強くなるばかりです。こ
れに対応するには、グループの全従業員が同じ認識
を持つことが重要で、一歩間違えば品質面や環境面
で重大な問題になりかねません。
　環境安全部では、法規制や顧客要求に対応するた
めの仕組みの維持と、化学物質専門部会を中心とし
た情報の共有化を行っています。今後も確実に対応
していくため、管理の強化を図っています。

環境安全部　次長　小川 英俊

製品への非含有管理
　欧州のELV指令*、RoHS指令*、REACH規
則をはじめとする規制やお客様からの要求に
対応するため、環境負荷物質にハザードラン
クを設定しています。ランクごとに取り扱い基
準を定め、製品非含有と使用削減の管理を徹
底しています。

■ 管理体系

グループ 環境負荷物質について、製品 

顧客要求

削減の管理 製品含有の把握

法規制

情報管理

情報入手

ハザードランク

┃PICK UP┃

キシレンの代替化による排出量削減 - 小牧工場
　小牧工場は、トルエン・キシレン排出量の
削減を目標に掲げており、その達成には、オ
ーガニックパッケージの半田印刷工程から排
出されるキシレンの削減が課題でした。
　そこで、キシレンの使用廃止を目指して
テストを繰り返した結果、代替可能な薬品を
見つけることができ、1月末に代替化を完了
しました。これにより、2010年度の小牧工
場のトルエン・キシレン排出量は2.5トンに
なり、目標を達成することができました。

工場での使用管理
　工場では、PRTR物質*の排出量削減に取り
組んでいます。エコビジョン2010では、排出
量36トン以下を目指しましたが、2002年度
（基準）以降の生産増の一方、トルエン回収装
置の導入が進まず、目標達成には至りません
でした。エコビジョン2015では、排出量43ト
ン以下（2007年度比80％減）を目指します。



W eb
グリーン調達ガイドライン

W eb
各事業所のPRTRデータ

エコアクション21
環境マネジメントシステ
ムの一つ。環境省が中小
企業向けに策定したシス
テムであり、ISO 14001
に比べ取得費用が安い
ことや、審査とともにアド
バイスを受けられる特徴
がある。
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お取引先
　製品含有化学物質を適切に管理する
ためには、お取引先の協力が不可欠で
す。そのため、『グリーン調達ガイドライ
ン』を発行し、お取引先での管理徹底と
グリーン調達への協力をお願いしてい
ます。

■ グリーンサプライヤー制度
　システム基準とマテリアル基準を満
たすお取引先をグリーンサプライヤー
に認定し、優先的に購入しています。
　2010年度は、原材料･部品･包装材
のお取引先の更新審査を実施し、認定
企業は計270社になり
ました。

■ 認定基準

■ お取引先への支援
　お取引先の環境マネジメントシステ
ム構築を支援しています。これまでに
34社から希望があり、そのうち33社が
ISO14001またはエコアクション21*の
認証を取得しました。残りの１社につい
ても支援を継続します。

グリーン調達ガイドライン

認定証

グリーンサプライヤー

マテリアル基準

●当社指定禁止物質の非含有
　（原材料、部品、包装材等）
●禁止物質の含有有無の連絡
　（設備、治工具等）
●混入防止措置の実施
　（加工外注等）

システム基準

●環境
　マネジメント
　システムの
　第三者認証
　の取得　

OK OK

への非含有管理と工場での使用管理を行っています。

■ ハザードランク

ランク 取り扱い基準 対象となる物質

禁止 使用を禁止する 法規制等で使用を禁止また
は強く制限されている物質

制限
代替化計画を立案
し、使用量の削減
を行う

禁止物質に相当する危険・有
害性があり、特性上すぐに代
替することが不可能な物質

要
監視

製品に関わる購入
資材に対して含有
有無を把握する

禁止や制限はされないが、製
品への含有の把握が求めら
れる物質

■ 環境負荷物質の自社分析
　環境負荷物質の製品への含有状況を確認
するため、社内の分析センターにて、製品に含
有する環境負荷物質の分析を一部行い、不適
合製品の流出を防止しています。

■ 小牧工場のトルエン・キシレン排出量

排出量
（トン）

トルエン

その他
キシレン

■ PRTR対象物質の排出量（単独）
排出量
（トン）

■ PRTR対象物質の排出量
　　　　　　　　　 （グループ）
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