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REACHについて

業界団体のREACHへの取り組み状況に
ついて

含有化学物質管理ソリューションの
ポイント

現状の情報流通における課題

ITで解決できること

まとめ

Appendix : マイクロソフトのグリーンIT
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The Registration, Evaluation, Authorization and 
Restrictions of Chemicals の略

Registration(登録)
Evaluation(評価)
Authorization(認可)
Restriction(制限)

EU域内で製造またはEU域内に輸入される１ｔ/年
以上で有害であると指定された化学物質
(SVHC : Substances of Very High Concern)は
あらかじめ登録して許可を受けるか、もしくは認
可手続きや使用上の制限を守らないと、製造、使
用、上市することができない。

3



アーティクルマネジメント推進協議会（JAMP）
・製品含有化学物質管理ガイドラインの策定

・2009/4にJAMP情報流通基盤(GP)をサービス開始予定

・AIS, MSDSPlusなどのフォーマットを提供中

グリーン調達調査共通化協議会（JGPSSI）
・製品含有化学物質管理ガイドラインの策定

・JIGフェーズ2改訂（REACH対応、JAMPと連携）

・調査回答ツールの提供（現時点ではREACH未対応）

RosettaNet
・部品技術情報流通WGにてR&Rと呼ばれる

    部品技術情報流通基盤で含有化学物質情報を扱うこと
 を検討(データフォーマットなどは他団体と連携)
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JAMP
情報流通
基盤(GP)

自社AS
商用AS

（ASPサービス）

企業A 企業B

自社AS

企業C 企業D

サービス事業者

ECALGA標準

AIS/MSDSPlus
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グリーン調達調査共通化協議会（JGPSSI）ホームページより転載

http://210.254.215.73/jeita_eps/green/green7-1.htm
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サプライヤ X社

サプライヤ Y社

サプライヤ Z社

部品技術情報流通基盤

品番マッチングテーブル

スペック
データ

(ECALS辞書利用)

環境
データ

形状データ
(2D/3D)

シミュレーション
データ

Ecma Office 
Open XML

Webブラウザ
or

電子メール

RosettaNet
ECALGAなど

B2B接続

提供プロセスはセンタ側で対応を行う。
サプライヤはバイヤ毎に提供環境を用意する必要はない。

バイヤ A社

バイヤ B社

バイヤ C社

ECALGA

CSV or XML

Webサービス

ebMS

公開情報 メーカ品番

当該バイヤのみ
公開

バイヤ管理メーカ品番

HTTP/S, SMTP

自社に最適な手段を選択して情報のやり取りを行うことが可能。

R&R = Registry & Repository

外部提供
DB

連携

RosettaNet

RNIF
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バイヤ
問い合わせをしてから回答を得るまでに時間がかかる

情報が本当に正しいか分からない

日本だけでなく、グローバルな調達先
（ツールの言語、サポート、NWインフラ）

OEM品などは自社の目が届きにくい

ExcelやWeb-EDIなどを提供してもサプライヤが使ってくれない

サプライヤ
川上から情報を得ることが困難なケースがある

セットメーカ毎に違うフォーマット・入力手段が用意されている

同じ部品の情報でも営業担当が個別に情報を作成し、バイヤに
送付している

部品の変更・対象化学物質の追加などへの早急な対応が難しい

社内に含有化学物質を管理するDBが存在しない
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鍵は情報の入力・管理を効率化させること！

・使いやすい入力ツール
・高機能なExcel入力ツール

・専用アプリケーション

・含有化学物質管理DB・情報共有の仕組みを構築

・無償でツールを提供

・営業担当間の情報共有促進

・情報を集めやすい環境の構築
・ JAMP情報流通基盤(Global Portal)の利用

・サプライヤへ容易に情報提供依頼のできる
 仕組みづくりとサプライヤへのツール提供
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鍵は情報の入力・管理を効率化させること！

・使いやすい入力ツール
・高機能なExcel入力ツール

・専用アプリケーション

・含有化学物質管理DB・情報共有の仕組みを構築

・無償でツールを提供

・営業担当間の情報共有促進

・情報を集めやすい環境の構築
・ JAMP情報流通基盤(Global Portal)の利用

・サプライヤへ容易に情報提供依頼のできる
 仕組みづくりとサプライヤへのツール提供
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対象

・やっぱり現場に入力させるならExcelじゃないと・・・
という方向け

提供機能

・VSTOを使った高機能なExcel入力ツール
（Visual Studio Tools for Office）
 

特徴
・部品構成情報のツリー表示

・AIS-XMLやMSDSPlus-XMLなどを出力可能とし、
 複数のバイヤ向けの情報も作成可能

・マクロよりも高速な処理
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・.NET言語を用いて開発可能な、Officeツールに対して個別要件の
 機能を追加するテクノロジ

・Office Word ドキュメントやOffice Excel ワークブックを
 インターフェイスとした新しい企業アプリケーションの形

・リボンUIやタスクペインを活用し、ユーザの使いやすい機能を
 WordやExcelに追加

例：VSTOで開発された発注テンプレートの
タスクペイン
（ドキュメントアクション ウィンドウ）

マスターDBからの製品リスト
参照と発注のための製品情報入力支援
で活用
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例）AIS入力支援

AIS内の部品構成をツリー上で表示している例。
選択したセルに応じてアクション内容が変化
・マスタDBの検索・参照
・対象法規制物質等の検索・参照

・含有化学物質の入力 など

リボンUIにメニューを追加
・AIS-XMLの読み込み・出力
・AISの複合化・単純化
・特定のセットメーカに送信 など
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鍵は情報の入力・管理を効率化させること！

・使いやすい入力ツール
・高機能なExcel入力ツール

・専用アプリケーション

・含有化学物質管理DB・情報共有の仕組みを構築

・無償でツールを提供

・営業担当間の情報共有促進

・情報を集めやすい環境の構築
・JAMP情報流通基盤(Global Portal)の利用

・サプライヤへ容易に情報提供依頼のできる
 仕組みづくりとサプライヤへのツール提供
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対象

・積極的に情報提供・情報収集を行いたい

・個別に川上に問い合わせしてもなかなか情報もらえないし・・

・バイヤからGP経由で情報を送るよう要請があった

必要システム

・商用AS(ASPサービス)利用か、自社AS構築によるGP接続
 

特徴
・JAMPの情報流通基盤により、上流の情報をシームレスに取得

・サプライヤ品番で登録が行われるため、バイヤ企業は自社品番
 との紐付けが必要

・商用ASの場合、どの程度機能が提供されるかは、サービス
 プロバイダー次第となる。
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JAMP
情報流通
基盤(GP)

自社AS
商用AS

（ASPサービス）

企業A 企業B

自社AS

企業C 企業D

サービス事業者

ECALGA標準

AIS/MSDSPlus
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鍵は情報の入力・管理を効率化させること！

・使いやすい入力ツール
・高機能なExcel入力ツール

・専用アプリケーション

・含有化学物質管理DB・情報共有の仕組みを構築

・無償でツールを提供

・営業担当間の情報共有促進

・情報を集めやすい環境の構築
・ JAMP情報流通基盤(Global Portal)の利用

・サプライヤへ容易に情報提供依頼のできる
 仕組みづくりとサプライヤへのツール提供
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対象

・扱いやすいツールならExcel以外でもOK
・今、社内に環境DBが存在しない
・バイヤ向けに作成した情報を他のバイヤにも再利用したい
・英語版・中国語版のツールも欲しい

提供機能

・便利な情報管理・送信アプリケーション
・要望に応じて機能をアップグレード
・DB内の情報を様々なフォーマットに出力
 

特徴
・食品業界で最も利用されている情報伝達ツール
・バイヤ・サプライヤともにWin-Winの関係を構築
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業界団体毎に異なるツールでの情報収集が定義される
可能性あり
管理対象物質については、統一の方向性に・・・

団体・バイヤ毎に提供される標準ツールをそのまま利用
することも一つの手。ただし、作成した情報に関しては、
社内共有できる形で管理。

自社でDBを構築し、バイヤが求める形で出力できる仕組みを準備。
DBさえしっかり構築できていれば、複数の出力フォーマットに
対応することは比較的容易。

突然、情報提供を求められても対応できるように
可能な限り、必要な情報については収集を始めておく
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グリーンIT

ITを利用して環境

負担を軽減

IT機器製造段階で

の環境配慮

IT機器利用段階で

の環境配慮

オフィス環境での

環境配慮

データセンター環

境での環境配慮
IT機器廃棄段階で

の環境配慮

ITを活用した環境

問題解決への貢献

人・物の移動

ペーパーレス化

作業の効率化

エネルギー管理シ

ステム

消費電力と発熱の削減
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サーバー電力消費の削減

• サーバー機器の省電力化

• サーバー統合による省電力化

クライアントの

電力消費削減

• クライアント機器の省電力化

• クライアントの電源管理

サーバー機器などの電力効率性改善も重要ではあるが、

サーバーの実質的利用率を向上することもグリーン化に

大きく貢献できる
 ITプロフェッショナルが直接的に関与できる取り組み
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エネルギー利用効率

の改善

• エネルギー管理システム

物の生産・消費の

効率化・削減

• ペーパーレス化

人・物の移動の削減

• 電子会議

• テレワーク

作業の効率化

• 残業削減による省電力

 電子メールやWeb会議により会議や打ち合わせが減ることで、
移動などにより発生する二酸化炭素を削減 25
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ご清聴ありがとうございました。

本セッションに関するお問い合わせは
マイクロソフト増野 (tmashino@microsoft.com)

までお願いいたします。


