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1.

はじめに
部材評価に関する必要書類の報告を依頼させていただく際、当社とお取引のあるお客様の要求や、当社での

用途に応じまして、コンポーネント事業およびセンサ・コミュニケーション事業の場合は製品含有物質報告手順
①、モジュール・システム事業の場合は製品含有物質報告手順②を指示させていただきます。指定された報告方
法にて提出をお願い致します。

2.

製品含有物質調査

１）目的
製品に含有される化学物質の調査を行い、その結果を利用することによって、当社製品の環境負荷の低減
を目指すことを目的としています。

２）用語の定義
(1) 資材 (部材)
調達する原材料、部品、半完成ユニット、完成品、包装材料等をまとめた総称です
(2) 成形品
部品のうち、その化学組成が果たす効果よりも、製造によって与えられる、最終使用の機能を決定付ける
特定の形状、外見またはデザインの効果の方が大きいものを指します。
例. 基板、チップコンデンサ、モータ等の購入部品、ギヤ、ケース等の加工部品
(3) 化成品
副資材・生産補助材として使用する洗浄剤、接着剤、潤滑剤、離型剤、研磨剤等の特定形状を有しない液
体、固体または粉体であって化学物質そのもの、またはその混合物を指します。
(4) 部位
調査対象の部品を構成する最小分解単位です。
(5) 均質材料
均質材料とは、機械的に異なる材料に分解できない材料を言います。 「均質」という用語は、
「全てに均
一の構成物の」という意味を指します。
「均質材料」の例として、個別の種類のプラスチック、セラミック、
ガラス、金属、合金、紙、未実装基板、樹脂、コーティングがあります。 「機械的に分解」という表現は、
物質が原則として、ビスはずし、切断、粉砕、研削、研磨工程などの機械的な作業により分離できることを
意味します。
(6) IMDS (International Material Data System)
自動車を構成する部品の材料および含有物質情報を収集するために、自動車業界標準として全世界で利用さ
れている成分調査ツールです。 本ツールでの報告は、全成分開示にて記載され、記載されない物質は含有さ
れていないことを示します。
http://www.mdsystem.com/
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(7) JAPIA 統一データシート (以下、JAPIA シートと示す）
JAPIA（日本自動車部品工業会）の成分調査データシートです。 本ツールでの報告は、全成分開示にて
記載され、記載されない物質は含有されていないことを示します。
http://www.japia.or.jp/
(8) 環境負荷物質含有報告書
お取引先様に含有情報を報告頂くための当社独自の書式です。 グリーン調達一括登録ツールというエク
セルファイルに含有情報を入力、出力することで作成されます。 本報告書は、全成分開示にて記載され、
記載されない物質は含有されていないことを示します。
(9) 意図的含有
対象物に一定の性能を持たせるために添加された状態を指します。
(10) 非意図的含有
対象物の中に意図的に加えてはいない物質中の不純物、また生産プロセスで生成された反応中間体、分
解物、反応生成物が含まれている状態を指します。 また、お取引様での製造から当社に納入されるまでの
過程で、納入品中に意図せずに含まれてしまう状態も非意図的含有として扱います。
(11) 閾値 (しきい値)
製品含有物質として影響を与えないであろう含有レベルの目安です。 本基準では、原則、法規制に定め
られた数値を引用しています。
(12) ワイルドカード
10 ％ 未満で開示しないことを認められる非開示物質を言います。 ただし、非開示にできるのは、禁止
物質、管理物質以外の化学物質のみです。 ワイルドカードに含めていた物質が、禁止物質または管理物質
となった場合は、再報告して下さい。
(13) 不純物（ミスク）
合成反応過程で生じた副生物や触媒残渣など。現在の工業技術水準で除去しきれない物質であり、天然物、
非天然物を問いません。 また、最終製品形態に何らかの機能を持たせるために意図的に添加されない物質
を指します。 また、お取引様での製造から当社に納入されるまでの過程で、納入品中に意図せずに含まれ
てしまう物質も不純物として扱います。 主原料と区別するために不純物と呼称するものであっても、本基
準書においては、意図的に添加される場合は不純物として扱いません。

３）調査対象
基本的に下記が対象となります。
・原材料
・部品（電気部品、機構部品、電機機構部品、プリント配線基板、外装部品等の購入部品および加工部品）
・半完成品ユニット（モジュール、基板 ASSY 等の組立て部品）
・完成品（設計・製造を委託した調達製品）
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・包装材料
(当社が購入する包装材料。お取引先様から当社に納入される納入品に包装されている包装材は除く)
例外. 法規制や当社顧客要求等で特別対応が必要となった場合のみ、お取引様から当社に納入される資
材に使用される包装材料に対する調査をお願いする場合があります
・化成品（塗料、粘着テープ、はんだ、潤滑剤、接着剤、洗浄剤、剥離液等）
・アクセサリー（リモコン等機器を使用するための附属品）
・サービス部品
・取り扱い説明書

2.1

製品含有物質報告手順①_コンポーネント事業およびセンサ・コミュニケーション事業

(1) 報告方法
当社グリーン調達基準書に定める禁止物質が含まれないこと、記載しない物質は不使用であることを保証
頂くため、下記 ① ～ ③の方法のいずれかにより、構成材料の物質を全成分開示で報告頂くことを必須と
致します。
付属書 2 に記載の禁止物質は、適用除外用途以外での使用や閾値を超えての含有を認めません。 付属書 2
に記載の管理物質は、ワイルドカードや不純物に含めて報告することを認めません。また、付属書 2 に記載
の無い下記物質群に該当するものも、ワイルドカードや不純物に含めて報告することを認めません。
・カドミウム化合物
・六価クロム化合物
・鉛化合物
・水銀化合物
・ハロゲン化合物
・リン化合物
・アンチモン化合物

法規制類が改正・変更された場合、および本基準が改訂された場合には、その対象物質の含有状況を確認頂
き、含有していた場合には、速やかに当社へ報告下さい。また、すでにご提出いただいている報告内容に変更
が生じた場合も、速やかに当社へ報告下さい。
なお、当社とお取引のあるお客様の要求を受けて、① ～ ③に加えて、分析データ、成分表、SDS などの
提出をお願いする場合があります。
< 報告様式 >
① JAPIA シート
② 環境負荷物質含有報告書
③ IMDS
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(2) ケース別の報告方法
Ⅰ：当社製品の一部を構成するもの
例）原材料・部品（一般購入品・外注加工部品）
・包装材料・補助材等
Ⅱ：化成品ではあるが、当社製品に残留またはその一部を構成するもの
I、II とも、(1) に従って報告頂くことを必須と致します。 また、分析データ、成分表、SDS などの
提出もお願いする場合があります。
Ⅲ：当社製品に残留することのない、当社製造工程でのみ使用される化成品
例）洗浄剤・研磨剤・エッチング液・界面活性剤・水処理剤等・放電加工油・レジスト・剥離液・
現像液・設備保守管理用化成品など
基本的には報告不要ですが、当社お客様の要求などにより、お願いする場合があります。 その場合
は、(1) に従って報告頂きます。 また、分析データ、成分表、SDS などの提出もお願いする場合が
あります。

(3) 記入内容
各種報告方法を用いて、製品含有物質に関するデータを記入するために必要な内容について説明致します。
部位の考え方については、
「部品の構成単位となる部位の考え方」を参照して下さい。 ご不明な点は担当窓
口にお問い合わせ下さい。

① JAPIA シート
JAPIA シートのフォーマットは、JAPIA のホームページ (http://www.japia.or.jp) に最新版が公開さ
れていますので、同じく公開されている外部リストと一緒にダウンロードして使用して下さい。なお、
ダウンロードした JAPIA シートと外部リストは、必ず同じフォルダに保存した後、 JAPIA シートへの
入力を行って下さい。 JAPIA シートのみで入力した場合や、外部リストを違うフォルダへ保存した場
合は入力できません。
JAPIA シートの入力方法は、JAPIA のホームページに公開されていますので、ご参照下さい。
JAPIA シートの記入帳票を開く際、パスワードの入力が必要となります。パスワードは、お取引先様
のご担当者様へご連絡致します。なお、二次お取引様への展開は、一次お取引先様経由での展開をお願
いします。またサプライチェーン範囲内にて展開をお願いします。

［当社指定入力内容］
カーメーカーコード

10000000

仕入先コード_（必須）

貴社の会社コード

仕入先名_（必須）

貴社の名称

回答期限

（不要）
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回答日_（必須）

JAPIA シートを提出する 年／月／日

納入部品番号_（必須）

当社が指定する部品番号

納入部品名称_（必須）

当社が指定する部品品名
指定がない場合は貴社の品番

設計変更番号_（任意）

設計変更等で Issue を入力する場合は、この欄に入力

構成部品名称_（必須）

部位：部品を構成する最小分解単位 を入力

材料商品名_（任意）

材料商品名がある場合

質量単位

質量単位は グラム (g)

< 注意事項 >
・含有成分の入力：材料中の成分は不純物などの含有も考慮し、全て開示して下さい
・ワイルドカード化合物としての機密情報には、禁止物質および管理物質を含むことを認めません。材料の
成分が確定した状態で報告願います (上記、 4) 調査結果の報告の方法 (1) 報告方法 参照)

［提出］
JAPIA シートの提出にあたっては、事前に以下の内容を確認の上、csv 形式で出力し、E メールにて(4) の
指示内容に従って送付下さい。
(i) 使用禁止物質が含有されていないことを確認して下さい。
(ii) JAPIA シート上で必ずエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認して下さい。
＊エラーがある場合には受領致しません。
(iii) JAPIA シートから csv 形式で出力し、以下の通りファイル名を付けて下さい。
＊＜ファイル名の付け方＞
当社部品番号.csv（例：99-99999Z01.csv, 2AE-xxxxxxAA.csv）
(iv) その他の注意事項
・JAPIA シートは、部品番号毎に 1 シートずつ提出して下さい。
・ASSY 品で子部番が存在する場合は、原則として子部番毎に 1 シートずつ提出して下さい。

② 環境負荷物質含有報告書（一括ツールの入力後に出力したもの）
記入方法、規則については、
「グリーン調達一括登録ツール操作説明書」を参照して下さい。
操作説明書については、サプライヤーインフォメーションよりダウンロードしてご覧下さい。もし
くは 「一括登録ツール」上でもご確認頂けます。
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[当社指定入力内容］
仕入先会社名

貴社の名称
必要に応じて事業所名

担当者名

調査を担当された方のお名前

TEL および E-mail

調査を担当された方の情報

ALAP 品番

当社が指定する部品番号
別紙やメール等でお願いした場合は転記して下さい。
当社品番未確定の場合は、貴社の品番を記入下さい。

仕入先品番

貴社の品番

ALAP 品名

当社が指定する部品品名

製品質量

調査対象品の調査単位の質量
個別部品の場合は、一個当たりの質量
特定形状を有しないもの、板状、シート等は、単位質量 0.001(g)当たり

[記入方法]
調査対象品をその部位に分け、すべての部位を記載し、部位を構成しているすべての物質を記入して下
さい。 記入方法、規則については、
「グリーン調達一括登録ツール操作説明書」を参照して下さい。
[提出]
環境負荷物質含有報告書の提出にあたっては、事前に以下の内容を確認の上、PDF 形式の本報告書と一
括登録ツールを、含有調査を依頼した当社担当者へご提出下さい。
(i) 使用禁止物質が含有されていないことを確認して下さい。
(ii) 一括登録ツール上で必ずエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認して下さい。
＊エラーがある場合には受領致しません。

③ IMDS
IMDS の入力方法は、IMDS のホームページをご参照ください。
IMDS データの Recommendation の内容に従って作成の上、当社まで送信ください。
送信先情報につきましては、2.2 製品含有物質調査手順②_モジュール・システム事業の記載内容を
ご確認ください。
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(4) 報告時期
① 新規部材の採用時
下表の通り提出して下さい。
項目

購入部材

副資材・製造補助材料

その他

提出書類

提出書類 4) (1) ①～③のいずれか

SDS

随時、弊社より指定致

時期

部材認定(評価)時

提出先

部材調達部門担当者

します

② 既存部材の変更時
項目

購入部材

副資材・製造補助材料

提出書類

提出書類①～③のいずれか

SDS

時期

変更申請時

提出先

部材調達部門担当者

(5) 報告方式の例外対応
当社が指定する報告方式での対応ができない場合は、当社窓口の部材調達部門担当者へご連絡ください。

ASMP005 付属書 5
発効日：2022-07-01
製品含有物質調査手順
－ 9 －
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

2.2

製品含有物質調査手順②_モジュール・システム事業

(1) 報告方法：IMDS
当社グリーン調達基準書に定める禁止物質が含まれないこと、記載しない物質は不使用であることを保証
頂くため、IMDS により、構成材料の物質を全成分開示で報告頂くことを必須と致します。
禁止物質は、適用除外用途以外での使用や閾値を超えての含有を認めません。 管理物質は、漏れなく記
載して下さい。 ワイルドカード化合物としての機密情報には、禁止物質及び管理物質を含むことを認めま
せん。
法規制類が改正・変更された場合、および本基準が改訂された場合には、その対象物質の含有状況を確認
頂き、含有していた場合には、速やかに当社へ報告下さい。また、すでにご提出いただいている報告内容に
変更が生じた場合も、速やかに当社へ報告下さい。
なお、当社とお取引のあるお客様の要求を受けて、IMDS に加えて、分析データ、成分表、SDS などの
提出をお願いする場合があります。

(2) ケース別の報告方法
Ⅰ：当社製品の一部を構成するもの
例）原材料・部品（一般購入品・外注加工部品）
・包装材料・補助材等
Ⅱ：化成品ではあるが、当社製品に残留またはその一部を構成するもの
I、II とも、(1) に従って報告頂くことを必須と致します。 また、分析データ、成分表、SDS など
の提出もお願いする場合があります。
Ⅲ：当社製品に残留することのない、当社製造工程でのみ使用される化成品
例）洗浄剤・研磨剤・エッチング液・界面活性剤・水処理剤等・放電加工油・レジスト・剥離液・現像
液・設備保守管理用化成品など
基本的には報告不要ですが、当社お客様の要求などにより、お願いする場合があります。 その場合
は、(1) に従って報告頂きます。 また、分析データ、成分表、SDS などの提出もお願いする場合が
あります。

(3) 送信先情報
IMDS データを当社へ送信するために必要な内容について説明致します。 部位の考え方については、
「
（部
品の構成単位となる部位の考え方」を参照して下さい。 ご不明な点は担当窓口にお問い合わせ下さい。
［送信先情報］
企業 ID

1906
ALPS ALPINE CO., LTD.(Alpine Electronics)

部品番号欄

当社が指定する、プロダクトコード、コンテンツコード、部品番号のい
ずれか

サプライヤーコード

貴社の会社コード
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＊特定の部品については、別の企業 ID：1687_ALPS ALPINE CO.,LTD.(Automotive Products)へ
送信を依頼する場合があります。
その際は、企業 ID を記載したメールにて送信依頼をさせて頂きます。

(4) 報告時期
① 新規部材の採用時
下表の通り提出して下さい。
項目

電気部品

機構部品*

完成品

副資材・製造補助材 その他
料

提出書類

IMDS

時期

部材検討(評価)時

SDS+IMDS
部材認定(型検)時

製品認定時

随時、弊社
より指定

部材検討(評価)時

致します

部材認定(評価)時
連絡先

担当設計者または部材調達部門担当者

部材調達部門担当者

IMDS を指定 ID に送信の上、上記連絡先へ送信した旨を連絡ください

*基板、FPC 等の型検がある電気部品を含む

② 既存部材の変更時
項目

電気部品

機構部品*

完成品

提出書類 IMDS
時期

変更申請時

連絡先

部材調達部門担当者 または 部品品証担当者

副資材・製造補助材料

その他

SDS+IMDS

随時、弊社よ
り指定致しま

部材調達部門担当者

す

IMDS を指定 ID に送信の上、上記連絡先へ送信した旨を連絡ください

*: 基板、FPC 等の型検がある電気部品を含む

(5) 報告方式の例外対応
何らかの理由により IMDS を利用できない場合は、2.1 製品含有物質報告手順①に記載のある方式にて
報告することを認めます。
その際には、上記(4)に記載のある連絡先へその旨を申請し、必要なフォーマット等を入手ください。
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2.3

IMDS データ受け入れ基準_（当社判断基準）

1) 目的
提出される IMDS データについて当社の判断基準を明確にすることで作成データの質向上を図り、
差し戻しにより発生する工数を削減することを目的とします。
＊当社の顧客よりデータの修正依頼が発生した場合には、速やかに対応頂くようお願いします。

2) IMDS Recomenndation は常に最新版を確認し、データを作成するようにしてください。

3) 転送許可（送信先情報）
転送許可にはチェックを入れてください。

4) 材料名称
エンドユーザーから特に修正指摘を多く受ける材料名称の注意点を記載します。
以下ポイントを確認した上で当社へデータ送信を行ってください。

◆ 金属：IMDS Steering Committee 公開データを使用しない場合
・公的規格に準拠した材料名称を入力してください。
公的規格で定義されていない材料は、具体的な名称を入力してください。
（IMDS Rec.001 Rule 4.4.2.A, 4.4.2.B 参照）

OK 例

NG 例
“Leadframe”とは部位名称であり、
材料名称ではないと判断する為、
差し戻し対象となります

＊IMDS は旧 JAMA sheet とは違う為、旧 JAMA sheet で
使用されていた“Nickel／Other Nickel alloy”といった表記も
基本的に認めません
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◆ 樹脂：材料が樹脂製部品（VDA 5.1.*、5.4.*）の場合
・ISO1043-1, -2 に沿った略号を材料名称としてください。
OK 例

NG 例

“Mold compound”とは部位名称であり、
材料名称ではないと判断する為、
差し戻し対象となります

◆ その他：接着剤・塗料等の場合
・IMDS Rec.001 Rule 4.4.2.D, 4.4.2.a に基づいた材料名称としてください。
OK 例

NG 例 ※材料分類にマッチした単語（例：6.2 の場合は Adhesive 等）が含まれていない

5) プロセスケミカル
成形品を当社へ納入する際には、IMDS Rec.001 Rule 4.4.1.B 4.4.2.C に基づき、材料は最終的な状態で
報告して下さい。
製造工程で使用していても最終的に残存しない場合は報告に含めないで下さい。
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6) 部品番号（送信先情報）※モジュール・システム事業
送信先情報欄に記載する部品番号は、以下ポイントを確認した上で当社へデータ送信を行ってください。

◆ 形式１の場合（部品の場合）
・イッシュを示す記号は入力しないでください。
OK 例
０１－２３４５６Ｚ７８

NG 例
０１－２３４５６Ｚ７８－Ａ

◆ 形式２の場合（完成品の場合）
・イッシュを示す番号は入力しないでください。
OK 例
ＡＢ１２３４Ｃ

NG 例
ＡＢ１２３４Ｃ０１
イッシュを示す記号・番号が部品番号に記載されていると
当社のシステムに登録できない為、差し戻しとなります
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部品の構成単位となる部位：均質材質の考え方
含有成分の報告においては、調査対象物を構成する最小単位：部位分けを行ってから報告をして頂きます。
部位は、その対象物の最小構成均質材質を指します。
尚、均質とは、その部材を構成する構成要素が同一であることを指します。以下のものは均質とは認めません。
・同一種の樹脂で色が異なるもの
・同一種の樹脂に難燃剤の含有があるものとないもの
・同一種の樹脂にフィラーの含有があるものとないもの
・合金ではない多層めっきの各層めっき
・テープの基材と粘着剤

（例）積層コンデンサ
[ 部位 ]
① 誘電体_セラミック
② 内部電極_Ag
③ 外部電極_Ag
④ 下地めっき_Ni
⑤ 表面めっき_Sn

（例）両面テープ
[ 部位 ]
① 基材_PET
② 粘着剤_アクリル系粘着剤

以上
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