
③ 製品に含まれる有害物質の規制に関する州の法規サンプル ―― 製品系、化

学物質関連 

法律/政策の名称： 州ごとに対象物質や製品が異なる法律が制定されている。EUの

RoHS 指令に関連する規定が含まれている法律としては、カリ

フォルニア州の 2003年電子廃棄物リサイクル法などがある。 

現地語名称： Electronic Waste Recycling Act of 2003など 

公布/施行日等： カリフォルニア州の電子廃棄物リサイクル法は 2003 年 9 月 24

日、知事の署名により成立した。 

カバーしている期間 2017年 6月から 2017年 11月 

 

バックグラウンド情報 

■概 要 

米国における州レベルの製品含有有害物質規制は、含有量の制限や含有製品の製造／販売

の制限といったかたちが一般的である。もともと子どもの健康と安全の保護を目的とする

法律――庭で遊ぶ子どもが…サンプルのため途中省略 

 

■RoHS関連規定を含む廃電子機器リサイクル法 

製品含有有害物質規制のうち、電気電子機器に特化した EU の RoHS 指令に相当する法

律は米国には存在せず、…サンプルのため省略 

 

米国の州で制定されている廃電子機器リサイクル法の RoHS規定 

州 条項番号 URL 

1. カリフォルニア Health ■ ■ ■ ■ ■  6.5, 

Article 10.3, §25214.10(b) 

http://leginfo.legislature.ca.gov/f

aces/codes... 

サンプルのため途中省略 

7. ウィスコンシン Chapter 287, §■■■) https://docs.legis....  

 

■グリーンケミストリー法 

いっぽう、最近の傾向として、「グリーンケミストリー」の概念を取り込んだ化学物質

規制が静かに広がりつつ…サンプルのため以下省略 

 

米国の州で制定されている「グリーンケミストリー法」と呼ばれる法律 

州 法律名 対象製品 主な要件 

1.カリフォルニ

ア 

法律： 

Health and Safety Code, 

■■製品 優先製品届出、代替

策評価、必要な場合

サンプルのため各所で省略して

おります。実際のレポートは

13ページです。 



Division ■■■… 

“Green Chemistry” 

実施規則：California Code, … 

は製品の販売禁止含

む規制 

サンプルのため途中省略 

7.ワシントン Revised Code of Wa.,  

Title ■■, Chapter ■■“■

■■ Products” 

■■■製品 製品中の高懸念化学

物質届出 

 

最近の主な動向 

■カリフォルニア州の動向 

(1) 「より安全な消費者向け製品」規則をめぐる動向 

カリフォルニア州のグリーンケミストリー法を実施する...。これらの動きを時系列的に報

告する。サンプルのため省略 

 

 SCP規則の代替策分析ガイド公表 

州有害物質規制局（DTSC）は 2017年 6月 14日、SCP規則のもと、… 

サンプルのため途中省略 

定期的に更新されるという。 

 SCP規則の最初の規制対象を定める規則が発効 

SCP規則の最初の規制対象製品を定める規則が 2017年 7月 1日に発効した。… 

サンプルのため途中省略 

 SCP規則の規制対象追加請願が不採択 

DTSCは、SCP規則の規制対象である優先製品に内面塗装に… 

サンプルのため途中省略 

および優先製品の追加または削除の請願を行うためのプロセスと要件が規定されてい

る。 

 新たな「優先製品作業計画」策定に向けて意見公募 

DTSCは、2017年 10月 7日までに、SCP規則で公表を義務付けられている「優先製

品作業計画」の 2018-2020 年版について、…サンプルのため途中省略…義務付けられて

いる。 

 ジクロロメタンを含む塗料・ニス剥離剤を優先製品リストに加える規則案公表 

DTSCは 2017年 11月 17日、SCP規則のもと、サンプルのため途中省略…している。 

 

(2) 洗剤成分の開示法が成立 

2017 年 10 月 15 日、州内で販売される幅広い…サンプルのため途中省略…2018 年 1

月 1日に発効する 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=HSC&division=20.&title=&part=&chapter=6.5.&article=14.
http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70.240
http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70.240


 対象製品 

サンプルのため途中省略 

 製品ラベルによる開示 

サンプルのため途中省略 

 ウェブサイトでの開示 

1) 意図的に加えられた成分、…サンプルのため途中省略…対象製品に適用される。 

 連邦労働安全衛生法（OSHA）の規制 

連邦労働安全衛生法（OSHA）で…サンプルのため途中省略…要件を満たすことができ

る、としている。 

 

(3) サンフランシスコ市郡、難燃剤…サンプルのため途中省略…を規制する条例を制定 

カリフォルニア州のサンフランシスコ市郡…サンプルのため途中省略…条例は、成立

の 30日後（2017年 12月 3日）に発効する。 

 

■コネティカット州の動向――州 3当局、有害な…サンプルのため途中省略…製品の購入

に注意喚起 

コネティカット州の消費者保護局（DCP）、公衆衛生局（DPH）、…サンプルのため途中

省略…するよう義務付けている（Sec.219-348）。 

 

■メーン州の動向――難燃化学品…サンプルのため途中省略…販売・流通禁止法が成立 

メーン州で 2017年 8月 2日、…サンプルのため途中省略…州知事の拒否を覆して法律を

成立させた。 

 

■ロードアイランド州の動向――布・革張り…サンプルのため途中省略…を規制する法律

が成立 

ロードアイランド州で 2017年 10 月 3 日、…サンプルのため途中省略…法律として成立

することになっている。 

 

■ヴァーモント州の動向 

(1) 州知事、化学物質管理に関する省庁間委員会を創設――リスク低減に必要な法規措置

の勧告目指す 

ヴァーモント州のフィル・スコット知事（共和党）は、2017年 8月 7日付…サンプルの

ため途中省略…曝露から保護するための取組が加速している。 

 

(2) 前号でご報告した法案の審議動向 

前号でご報告した 2 件の法案、すなわち、高懸念化学物質…サンプルのため途中省略…



可能性は残されている。 

 

■ワシントン州の動向――州当局、…サンプルのため途中省略…改正報告規則を採択、対

象物質リストに 20物質追加 

ワシントン州エコロジー局は 2017年 9月 29 日、…サンプルのため途中省略…改正報告

規則は 2017年 10月 30日に発効した。 

その他の主な改正点 

 「少量除外レベル（de minimis level）」…サンプルのため途中省略…記載された。 

 

CAS番号 頭文字等 化学名 

追加物質 

80-09-1 BPS Bisphenol S 

…サンプルのため途中省略… 

183658-27-7 TBB 2-ethylhexyl-2,3,4,5-tetrabromobenzoate 

削除物質 

85-44-9 － Phthalic anhydride 

…サンプルのため途中省略… 

7439-98-7 Mo Molybdenum & molybdenum compounds 

 

■前号でご報告したその他の州の法案の審議状況 

マサチューセッツ州 

マサチューセッツ州議会に上程された…サンプルのため途中省略… 

ニューヨーク州 

ニューヨーク州議会に上程されている…サンプルのため途中省略…同州議会の 2017

年度の会期は 12月 31日に終了予定である。 

オレゴン州 

オレゴン州議会に上程された…サンプルのため途中省略…以上審議されることはない。 

 

今後の展開とスケジュール 

■カリフォルニア州 SCP規則のもと…サンプルのため途中省略…予定されている。 

■本レポートの報告対象期間に成立した法規の発効予定は次のとおりである。 

制定された法規 法規の発効日 主な要件の実施開始日 

1. カリフォルニア州 

■■開示法 

2018年 1月 1日 2020 年 1 月 1 日以降販売される製

品の情報をウェブサイトで開示 

…サンプルのため途中省略… 

7.ロードアイランド州 2019年 7月 1日 2018年 7月 1日より製造販売禁止 



■■規制法 *法律の発効日より早い。 

 

■2017年 12月 20日現在、会期中のマサチューセッツ州議会およびニューヨーク州議会

の会期スケジュールは次のとおりである。…サンプルのため途中省略… 

EnviX 展望と見解 

本レポートの報告対象期間中、カリフォルニア州、メーン州、およびロードアイランド州

で、製品に含まれる有害物質を規制する法律が新たに制定された。米国では、2016 年の連

邦有害物質規制法（TSCA）改正により TSCAの州法に対する優先（プリエンプション）の

範囲が拡大されたが、現状を見る限り、その改正が意図したとおり機能する、すなわち州に

よる有害物質規制への取組が抑制されるようになるには、まだ時間がかかりそうである。米

国のNGOや法律の専門家の多くが予想しているように、今後も当面は、州が米国の化学物

質規制における重要な役割を担うことになるだろう。 

そうしたなか、今回、カリフォルニア州のグリーンケミストリー法とその実施規則である

「より安全な消費者向け製品」（SCP）規則のもと、最初の優先製品を定める規則が発効し、

規制が実際に動き出したことは注目に値する。この法規が構築した規制アプローチは、少し

ずつだが、対象物質と対象製品が増えていくしくみになっており、同法規の候補化学物質リ

ストに関連する物質が収載されている消費者向け製品の関係者は、その動向に大いに注意

を払う必要がある。幅広い産業界に影響する法規ゆえ、この法規に対しては産業界などから

の抵抗も大きく、その実施は当初の予定から大幅に遅れているが、カリフォルニア州は、時

間をかけながらも着実に、この革新的な規制を前進させている。関係者は、このことを心に

留めておく必要がある。 

 

その他関連動向 

カリフォルニア州の主要な有害物質規制法である安全飲料水・有害物質取締法（プロポジ

ション 65）については、本号米国編「プロポジション 65」を参照されたい。 

【2017.12.12 yb】 

サンプルのため途中省略 


