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Interview

――　本日はどうぞよろしくお願い致します。はじめ

に、復習までストックホルム条約の目的やその背景

について簡単にご紹介をいただくことはできますで

しょうか。また、条約で扱われる残留性有機汚染物質

（POPs）とは具体的にどのようなものを指しているの

か、その定義について、あわせてご紹介をいただけれ

ば幸いです。

町田　ストックホルム条約の目的は、環境と開発に関

するリオ宣言（1992 年）の第 15 原則に規定する予防的

アプローチに留意しつつ、残留性有機汚染物質（POPs:

Persistent Organic Pollutants）から人の健康及び環境を

保護することにあります。環境中での残留性、生物蓄

積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念

されるPOPsの製造及び使用の廃絶・制限、排出の削減、

これらの物質を含む廃棄物等の適正処理等を規定して

いる国際的な条約であり、2004 年 5 月 17 日発効して

おります。

ストックホルム条約で規制される POPsには、例えば、

PCB, DDT, PFOS, HBCDなどの物質があり、その定義

としては、環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物

ストックホルム条約とは ?

批准国の国内法令へ大きな影響力をもつストックホルム条約の動向は、それらの法令のもとで活動する多くの企業

にとって常に注目されるところです。とりわけ近年では、様々な物質への POPs指定の網が広がりを見せ、また各
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インタビュー

への毒性が高く、長距離移動性が懸念される残留性有

機汚染物質とされています。

――　候補物質が提案され、「廃絶」「制限」「意図的で

ない生成」と区分されるまでに、どのような手続きを

経ることになるのでしょうか。

町田　最初の手続きとして、ストックホルム条約締約

国がある物質を候補物質として提案いたします。その

後、残留性有機汚染物質検討委員会（POPRC）で、スク

リーニング、リスクプロファイル（危険性の概要）、リ

スク管理評価（社会経済上の検討）について順次審議を

行い、締約国会議（COP）に対して、附属書 A（廃絶）、

B（制限）又は C（意図的でない生成）への追加決議を行

うよう勧告します。勧告を受けた COPは、追加決議案

について審議を行い、審議の結果、合意されれば、附

属書への追加が決議されることになります。

――　「廃絶」と区分される物質について、もし適用除

外を求める場合には、どのような場合にそれが適用除

外として認められることになるのでしょうか。ストッ

クホルム条約における適用除外の考え方とあわせてご

紹介をいただけますでしょうか。

町田　COPにおいて「廃絶」と区分される前の段階と

して、POPRCにおいてリスクプロファイル及びリス

ク管理評価書の検討に基づき、附属書 A、B又は Cへ

の追加を検討する段階がございます。この段階で、物

質の定義とともに適用除外を設定する議論も行われま

す。適用除外を求める場合、各締約国は、この段階で、

代替物質や代替技術がないことを示し、特定用途での

適用除外を勧告決議文書に記載することを求めます。

COPでは、POPRCによる附属書への勧告決議文書に

基づき、候補物質の附属書への追加と適用除外が審議

され、合意されれば、適用除外を含めた附属書への追

加が決議されます。その後、各締約国は、附属書に設

定された適用除外の項目から、当該国において適用除

外を求める項目を登録することで、当該国における適

用除外が条約上認められることになります。

ストックホルム条約の適用除外には、附属書A（廃絶）

の物質に 5 年の効力を与える個別の適用除外がござい

ます。また、附属書 B（制限）では、この個別の適用除

外の他に、期限を設けない適用除外を認めることがで

きることとされています。

残留性有機汚染物質検討委員会（POPRC）と締約国会議（COP）とは ?
～役割や活動、扱われている内容について～

――　残留性有機汚染物質検討委員会（POPRC）や締約

国会議（COP）の活動内容、またそれぞれの関係性につ

いて、最近のストックホルム条約の動向とあわせてご

紹介をいただけますでしょうか。

町田　POPRCは、ストックホルム条約第 8 条に基

づき、世界の各地域から有識者等が参加し、新規の

POPs候補物質を検討し、締約国会議への勧告を行う

機関であり、毎年開催されています。日本からも、ほ

ぼ継続的に有識者を派遣しております。

次回 POPRC17 は、2022 年 1 月にスイス・ジュネーブ

で開催予定です。

COPは、2 年に 1 回開催され、締約国の代表により審

議を行う機関で、POPRCから勧告された POPs候補物

質の附属書への追加について、締約国の代表により審

議が行われます。直近では、COP10 の第一部として、

2021 年 7 月に事務的議題についてオンラインで開催

されました。
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今後は、第二部として 2022 年 6 月に PFHxS等の附属

書への追加等の技術的議題について審議する予定と

なっております。

――　デクロランプラス、UV-328（紫外線吸収剤）、

メトキシクロル、また PFHxSなど有機フッ素化合物を

めぐっての最近の動向について、ご紹介をいただけま

すでしょうか。あわせて、それらの物質の規制による

産業への影響なども、ご紹介をいただけましたら幸い

です。

町田　前回の締約国会議（COP9）（2019 年 5 月開催）ま

でに、POPRCにおいて、ジコホル、PFOA（ペルフル

オロオクタン酸）が条約附属書へ追加することが勧告

され、これらは COP9 で附属書への追加が決議されま

した。両物質ともに、2020 年 12 月から条約上の履行

義務が発効しております。

また、COP9 の後、POPRCでは、PFHxSを条約附属書

Aへ追加することが COPに勧告され、2022 年開催予

定のCOP10（第二部）で審議予定となっております。

これと並行して、デクロランプラス（難燃剤等に使用）

及びメトキシクロル（駆除剤等に使用）が新規提案さ

れ、前回 POPRC16（2021 年 1 月）では、更にUV-328（紫

外線吸収剤等に使用）が新規提案されました。

次回 POPRC17（2022 年 1 月）に向けては、これらに加

え、クロルピリホス（農薬等に使用）、中鎖塩素化パラ

フィン（炭素数 14 から 17）（難燃剤等に使用）、及び長

鎖ペルフルオロカルボン酸（炭素数 9 から 21）とその

塩及び関連物質が、新規候補物質として提案されてお

ります。

デクロランプラス、UV-328 等は、プラスチック用添加

剤として、広く使用されておりますので、今後の代替

物質、代替技術の検討が必要になると考えております。

また、次回 POPRC17 で提案される予定の新規候補 3 物

質群についても、使用実態を把握し適用除外の要否な

どを検討する必要があると考えております。

締結国へはどのような影響があるのか ?

――　次に、ストックホルム条約で決められたことが、

各国へどのような影響をもたらすのかを伺いたいので

すが、その前提として、条約によって締結国に課され

ている義務をご紹介いただけますでしょうか。

町田　日本などのストックホルム条約を締結している

加盟国は、条約附属書に掲載された物質について、各

国条約を担保するための国内法令を整備する義務がご

ざいます。

例えば、条約第 3 条 1 及び 2 に規定する製造・使用、

輸出入の原則禁止（附属書 A）、制限（附属書 B）や、

第 3 条 3 及び 4 に規定する新規 POPsの製造・使用防

止のための措置については、化審法、外為法等によっ

て担保されております。

また、条約の附属書A及び附属書 Bに掲げられる物質

には、物質毎に「個別の適用除外」が規定されます。

この規定を利用する締約国は、条約事務局にその旨を

登録し、それが公開されます。全ての登録は、原則と

して発効から 5 年で失効いたします。

なお、附属書Bには「認めることのできる目的」が規定

されており、こちらには特に失効期限はございません。
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はじめに

　ペル /ポリフルオロアルキル化合物（PFAS; Per- and 

polyfluoroalkyl substances）は人工的に合成された有機

フッ素化合物群であり、水素原子のすべて又は多くが

フッ素に置換されたアルキル基を含む。よく知られ

ている PFASは、カルボン酸やスルホン酸のような官

能基に結合した様々な鎖長の完全フッ素化炭素鎖を

含んでいる。PFASは撥水性、撥油性、防汚性などの

優れた特性を持つため、1950 年代以降、産業及び消

費者製品等で広く使用されてきた。一方で、代表的な

PFASであるペルフルオロオクタン酸（PFOA）及びペル

フルオロオクタンスルホン酸（PFOS）が野生生物や人

に蓄積する可能性が示されると、2000 年に 3M社は

PFOA及び PFOSの製造中止を発表し 1）、これ以降、欧

米を中心に PFASの規制強化の動きが進んだ。近年は

個々の PFASではなく、PFASをグループとして規制す

るための検討が特に欧州を中心として進んでいる。本

稿では、世界的に規制の動きが進む PFASについて、

規制動向だけでなく、その評価の概要と特徴などにつ

いて主に欧州を中心として紹介する。なお、本稿は

2021 年 10 月末現在の情報に基づいている。

1. PFASの基本情報

1.1　PFASの定義

　1990 年代の後半から 2000 年代初頭にかけて、

PFOA及び PFOSの安全性への懸念と遍在性が報告・

認識され始めて以来、PFASについて多くの異なる用

語が使用されていたが、2011 年に Buckらが PFASの

最初の明確な構造的定義と 200 以上の個々の PFASに

ついて推奨する名称及び略語を示した論文を発表し

た 2）。その後、2018 年に OECDが世界市場に出回っ

ていた可能性のある PFASの新しいリストを作成し

た 3）。本リストには 4,730 以上の物質群が収載されて

いるが、完全にフッ素化された炭素部分を含んでいて

も、-CF3 基がないために Buckらの PFASの定義に合

致しない物質も含まれている。また、近年の分析技術

の進歩により、環境中や製品中に含まれる多くの未知

物質の同定が可能になっている。このような背景に基

づき、OECDは Buckらの定義を検討し、2021 年 7 月

に PFASの定義を公表した 4）。なお、PFASの定義を検

討した OECDのグループには、Buckらの論文の著者

であるRobert Buck氏と Ian Cousins氏が含まれている。

OECDは、PFASの定義検討の意図は、PFASの世界を

広げることではなく、化学構造の観点から化合物間で

一貫性があり、専門家でなくとも PFASと非 PFASを容

（一財）化学物質評価研究機構　安全性評価技術研究所

評価事業部　評価第二課

関沢　舞 （せきざわ　まい） 
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～規制が進展する今、押さえておきたい基本情報・最新情報～
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易に区別することができる一般的な PFAS定義を持つ

こととしている。Buckらの PFASの定義と 2021 年に

OECDにより公表された PFASの定義を図表 1 に示す。

OECDによる PFASの定義では、非常に多くの有機フッ

素化合物が PFASに含まれることとなる。

1.2　主なPFASとその用途

　PFASはその優れた特性により、工業製品や消費者

製品に幅広く使用されている。主な PFASの基本情

報と用途の例を図表 2 に示す。歴史的には、長鎖の

PFASが使用されていたが規制が進むにつれて短鎖の

PFASに代替されてきているため、長鎖と短鎖の PFAS

では共通する用途が多くみられる。また、ペルフルオ

ロブタン酸（PFBA）は、汚れにくい生地、紙の食品包

装、カーペットに使用されている他の PFASの分解生

成物であり、写真フィルムの製造にも使用され、消費

者製品では長鎖のペルフルオロアルキルカルボン酸

（PFCA）の代替品として使用されている 9）。

　なお、長鎖 PFASには、ペルフルオロ炭素数が 7 以

上の PFCA、ペルフルオロ炭素数が 6 以上のペルフル

オロアルカンスルホン酸（PFSA）、及びそれらの前駆

体が含まれる。この区別は、PFCA, PFSA及びそれら

の前駆体にのみ適用される。

図表 1　PFASの定義

Buck et al., （2011）2） による
PFASの定義

OECD （2021）4） による
PFASの定義

PFASs are aliphatic substances containing one or more C atoms 
on which all the H substituents present in the nonfluorinated 
analogues from which they are notionally derived have been 
replaced by F atoms, in such a manner that PFASs contain the 
perfluoroalkyl moiety CnF2n+1–.

PFASs are defined as fluorinated substances that contain at 
least one fully fluorinated methyl or methylene carbon atom 
（without any H/Cl/Br/I atom attached to it）,  i.e.  with a few 

noted exceptions, any chemical with at least a perfluorinated 
methyl group （ -CF3） or a perfluorinated methylene group 
（-CF2-） is a PFAS.

（参考和訳）
PFASは、1 つ以上の C原子を含む脂肪族物質であり、概
念的に由来する非フッ素類似物質に存在するH置換基がす
べて F原子に置換されており、ペルフルオロアルキル部分
CnF2n+1–を含む。

（参考和訳）
PFASは、完全にフッ素化されたメチル又はメチレン炭素
原子（H/Cl/Br/I原子が結合していない）を少なくとも 1 つ含
むフッ素化合物と定義されている。つまり、いくつかの例
外を除いて、少なくともペルフルオロメチル基（-CF3）又は
ペルフルオロメチレン基（-CF2-）を持つ化学物質はすべて
PFASである。

図表 2　主なPFASの基本情報と用途例

物質名 略称 CAS番号 化学式 主な用途 （塩及び関連物質を含む） 5-9）

長鎖PFAS*

ペルフルオロオクタンスルホン酸 PFOS 1763-23-1 C8F17SO3H
泡消火薬剤、半導体、金属メッキ、フォ
トマスク（半導体、液晶ディスプレイ）、
写真フィルム等

ペルフルオロオクタン酸 PFOA 335-67-1 C7F15COOH
泡消火薬剤、繊維、医療、電子基板、自
動車、食品包装紙、石材、フローリング、
皮革、防護服等

ペルフルオロヘキサンスルホン酸 PFHxS 355-46-4 C6F13SO3H
泡消火薬剤、金属メッキ、織物、革製品
及び室内装飾品、研磨剤及び洗浄剤、コー
ティング剤、電子機器及び半導体製造等

短鎖PFAS

ペルフルオロヘキサン酸 PFHxA 307-24-4 C5F11COOH
ペルフルオロポリマーの製造、泡消火薬
剤、繊維、紙、金属メッキ等

ペルフルオロブタンスルホン酸 PFBS 375-73-5 C4F9SO3H
ポリマー製造及び化学合成時における触
媒 /添加剤 /反応剤、電子機器用ポリカー
ボネートの難燃剤等

ペルフルオロブタン酸 PFBA 375-22-4 C3F7COOH 写真フィルムの製造等

* 長鎖 PFASには、ペルフルオロ炭素数が 7以上のペルフルオロアルキルカルボン酸（PFCA）、ペルフルオロ炭素数が 6以上のペルフルオ
ロアルカンスルホン酸（PFSA）、及びそれらの前駆体が含まれる。この区別は、PFCA, PFSA及びそれらの前駆体にのみ適用される。
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はじめに

　化粧品を販売するためには販売する国の化粧品規制

を遵守しなければならない。どんなに素晴らしい製品

が開発できたとしても、規制に合致したものでなけれ

ば市場に出すことができないので、販売国の規制を把

握することは重要である。

　多くの方は日本の規制と海外の規制には共通点があ

るのではないかと思われるかもしれない。もちろん共

通する部分もあるが、日本の化粧品規制は世界の中で

も独自性が高く、残念ながら日本の規制はグローバル

スタンダートではない。このため日本の化粧品企業が

海外へ製品を輸出する際、規制対応が大きなハードル

となっている。

　製品を企画設計する段階で日本の規制のみを考慮し

ていると、いざその製品を海外で販売しようという時

になって中味処方やパッケージの作り直しなどが発生

してしまう。最初から販売予定国の規制を把握して、

企画設計段階で反映させておけば、このような作業の

無駄を削減することができる。また規制対応が企業の

技術開発を加速させ、製品の差別化や優位性確保につ

ながり、ものづくりやマーケティング上の強みとなる

ケースもある。規制対応にはマイナス面だけではなく

プラス面もあると私は考えている。

1. 化粧品規制の概要

　まず化粧品規制の全体像について説明したい。化粧

品規制は「①定義・区分」「②製品・原料・成分」「③行

政手続き」「④表示・訴求」「⑤監督管理」の 5 つの要素

で構成される。

　「①定義・区分」とは各国で化粧品がどのように定

義されているか、規制上どのように分類されているか

ということで、化粧品の定義に応じて化粧品規制の対

象となる範囲が変わってくる。日本における化粧品の

定義は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律」（第 2 条第 3 項）で「化粧品

とは人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容

貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つため

に、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で

使用されることが目的とされている物で、人体に対す

る作用が緩和なものをいう」と規定されている。化粧

品の定義はそれぞれの国の法律で規定され、一般的に

化粧品と認知されている製品でも、国によっては化粧

品以外のカテゴリー、例えば日本だったら医薬部外品

（薬用化粧品）、米国だったら医薬品（OTC薬） に分類

されることがある。また台湾・韓国・中国のように化

粧品がサブカテゴリーに分かれているところもある。

例えばサンスクリーン製品は日本では化粧品だが、米

国ではOTC薬になるため、医薬品としての厳しい規制

三愛コスメヴィジョン（株）　化粧品法規チーフコンサルタント

高橋　理佳 （たかはし　りか） 

特
集
特
集
22

日米欧アジアにおける
化粧品成分規制について
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に従わなければならない。また台湾では特定用途化粧

品、韓国では機能性化粧品、中国では特殊化粧品にそ

れぞれ分類される。図表 1 に主要国の化粧品・関連製

品の規制上の分類をまとめた。

　「②製品・原料・成分」は製品の中味に関して守ら

なければならない要件で、販売する国の規制に合うよ

うに処方を設計しなければならない。今回取り上げる

化粧品の成分規制はここに含まれる。

　「③行政手続き」は製品を上市・販売継続するため

に必要な法的手続きのことで、一般に薬事申請と言わ

れているものを含む。図表 2 に主要国の行政手続きを

まとめた。

　「④表示・訴求」のうち表示とは法定表示、製品に

必ず表示しなければならない項目のことを意味する。

製品名称、容量、責任者など表示が義務付けられてい

る項目と表示方法は各国ごとに異なる。一方、訴求と

は製品や広告・宣伝でうたう効果のことで、化粧品に

は訴求してよい効果と訴求してはいけない効果があ

る。病気の予防や治療は化粧品には訴求できない。

　「⑤監督管理」は製品を上市してから行われる行政

による監督のことで、当局は必要に応じて生産現場の

査察、化粧品のサンプル検査を行い、生産や販売の停

止、市場からの回収を命じることができる。また多く

の国で副作用報告制度（企業が市販後の副作用情報を

収集し問題があれば行政に報告する制度）が義務付け

られている。

　各国の化粧品規制を把握する際、これら 5 つのポイ

ントに分けて整理すると理解しやすくなると思う。図

表 3 に主要国の化粧品法規と管轄当局をまとめた。中

国は 2020 年、台湾は 2018 年に化粧品の最上位法規が

改正されたところである。どちらの国も現時点は旧法

規から新法規への移行期間にあたり、運用面で流動的

な部分があることにご留意いただきたい。

図表 1　主要国の化粧品・関連製品の規制上の分類

日本 米国 EU ASEAN 中国 台湾 韓国

化粧品 化粧品 化粧品 化粧品 化粧品
普通化粧品 一般化粧品 一般化粧品

特殊化粧品 特定用途化粧品 機能性化粧品

医薬部外品
医薬部外品
（薬用化粧品） 

医薬品
医薬品
（OTC薬）

例
サンスクリーン

化粧品 OTC薬 化粧品 化粧品 特殊化粧品 特定用途化粧品 機能性化粧品

図表 2　主要国の行政手続き

上市前 許可又は承認 ・ 名称・処方・製品規格など定められた資料を当局に申請し、許可を得る。
・ 許可取得までにおおよそ 3 ヶ月～ 6 ヶ月くらい、1 年以上かかる場合もある。
・ 通関までに許可が必要な国もある。

日本（医薬部外品）
中国（特殊化粧品）

届出 ・ 名称や処方等を当局に届出る。
・ 書類に不備がなければ、届出後、受理される。

日本（化粧品）
米国（OTC薬）

上市後 製品技術情報保管
＋査察

・ 製品技術情報（PIF）を責任企業が保管する。
・ 当局が定期的に PIFの査察を行い、不備があれば是正を命じる。
・ 届出とセットで要求する国も多い。

EU・ASEAN
（化粧品）
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1. はじめに

　一般的に金属製品の表面処理としてめっきが広く使

用されている。めっきは処理コストに優れ製品母材に

不足する様々な性能を付与することが可能である。特

にクロムめっきは薄膜では装飾性の向上、厚膜では耐

摩耗性を向上させる硬質クロムめっきとして認知され

ている。しかし、クロムめっきは処理工程内で毒性の

強い六価クロムが用いられており、作業者への健康的

影響や処理液の取扱い不備による環境汚染など社会問

題にもなった。そのため、六価クロムを使用しためっ

きの代替処理が国内外で検討されてきたが、クロム

めっきと同等な性能及び処理コストを備える処理が無

くいまだ代替にいたっていない。

豊実精工（株）
今泉　由紀雄 （いまいずみ　ゆきお）

2. 代替技術の概要

　豊実精工株式会社と国立研究開発法人  産業技術総

合研究所先進コーティング技術研究センターは、常温

衝撃固化現象を活用したエアロゾルデポジション法を

最適化し、3 次元的表面に防錆性と耐摩耗性を付与で

きる低環境負荷の常温セラミックコーティング技術

の ERIN処理を共同開発した。ERIN処理は、溶射法と

は異なり基材に吹き付けるセラミック微粒子を溶か

さないことから凝固収縮に伴うクラックやポアが発生

せず、高い硬度及び密着力を有するセラミック膜を金

属基材上にコーティングすることが可能である。そ

の処理で成膜された ERINアルミナ膜は高い防錆性や

耐摩耗性を有している。ERIN処理はセラミックコー

ティング材料として高硬度で不働態であるアルミナ

（α-Al2O3）を使用し、原料及び製造工程に環境負荷物

質を一切使用しないため六価クロムを使用しためっき

の代替として使用できる（図表 1）。

六価クロムめっき代替技術（ERIN処理）と
今後の展望

年々規制の対象となる化学物質が増加しています。規制対象物質を製品に含有している場合、代替物や代替技

術を見つけ出すことは簡単ではありません。今月号では、EU RoHS指令をはじめ複数の法規で規制されてい

る六価クロムのめっき代替技術についてご紹介いただきます。

六価クロムめっき代替技術（ERIN処理）と

F cus
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リレー連載

～　各社の化学物質管理　～

第 66回

センショウ化成における
化学物質管理の取組み

センショウ化成（株）　品質保証部

楠葉　茂樹 （くすば　しげき）

1. センショウ化成株式会社について

センショウ化成は 1982 年、京都において金銀糸の

塗工剤を開発するメーカーとして創業した。金銀糸と

はもともと和紙に金箔、銀箔を貼り付けたものを裁断

し、糸にしたものであるが、当社創立時には、薄いポ

リエステルやナイロンのフィルムにAlや銀などを蒸

着、さらに着色したものを裁断する形となっていた。

その着色用塗工剤として、当社の開発品は、日本国内

をはじめとして、広く海外でも使用された（写真 1）。

　続く 1990 年代には、転写箔（成形されたプラスチッ

ク製品に予めフィルム上に印刷された絵柄を熱転写す

るためのフィルム）（写真 2）の塗工剤を開発した。こ

れは日本、韓国、台湾、ヨーロッパで使用され、その

後、全世界で知られるようになった。

　2000 年代には、環境負荷低減のため、水性塗工剤

の開発を行った。その開発品は食品包装材として使用

される二軸配向ポリエステル（BOPET）フィルムメー

カーの一部で、フィルム包装材の塗工剤として承認さ

れた。

　2010 年代以降は、食品包装材の塗工剤を中心とし

た薄膜塗工剤（図表 1）を主たる製品として開発した。

インド、タイ、台湾、中国、中東、トルコ、東欧、北

アメリカ、メキシコ、日本の多くの二軸配向ポリエス

テル（BOPET）フィルムメーカーが、当社の塗工剤を使

用している。さらに現在、食品包装用フィルム、工業

用フィルム、光学用フィルム等のコーティング剤メー

カーとして多くの製品を供給している。

現在は、上記フィルム塗工剤へのさらなる顧客要

求、環境対策のため、モノマテリアル化の検討を行っ

ている。

　また、当社の特徴として、自社で生産設備を有して

おらず、塗工剤の生産は外部に委託している点も挙げ

ておく。




