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はじめに

コンバート取込データの検出エラー対応

• 過去のAIS資産データを活用すべく、chemSHERPAのコンバート機能を活用されるこ
とも多いかと存じます。

• この取込データに対し、成分情報画面でエラーチェックをした際に、以下の
5タイプのエラーが高い頻度で検されることが明らかとなってきました。

1. 任意報告 未チェック

⇒ CAS RN®が65997-17-3または65997-18-4の場合は、有害物質の含
有リスクの判断が困難なため、お手数をおかけしますが、本資料「6. CAS 
RN®切替手順」に従って、CAS RN® の切替をお願いします。

2. 日本語入力した任意報告物質名称が空欄になってしまう
3. 材質の「用途」と「分類記号」の不整合

⇒ 修正が必要な事例が多数存在します

4. 適用除外期限切れ（警告）

5. UVCB 用途未選択

• いずれのエラー対応も、それほど難しいものではないと考えております。
しかしエラーが検出されると回答ファイルを出力することができません。
修正内容は、購入先様の判断が必要なものばかりです。今後も継続して活用するデー
タについては、早い段階での修正をお願い致します。
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コンバート取込とエラーチェック手順 (1/2)

コンバート取込データの検出エラー対応

【コンバート取込】

(a) ウィンドウ上部メニューから、
[ツール]→[コンバート取込] と進み、
[AIS]をクリック

(b) 警告ポップアップが出るので[OK]をクリック

(c) ファイル選択ダイアログ画面となるので、
取込対象のファイルを選択し、
[開く]をクリック

(d) ポップアップが出るので[OK]をクリック

(a)

(b)

(c)

(d)
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コンバート取込とエラーチェック手順 (2/2)

コンバート取込データの検出エラー対応

(e)

(f)

(g)

【成分情報画面への移動】

(e) 対象行をチェック

(f) [成分情報]をクリック
⇒ 成分情報画面に切替る

【エラーチェック】

(g) ウィンドウ下部の[エラーチェック]をクリック

⇒ エラーチェック実行

(h) エラー一覧が表示されるので[閉じる]を
クリック

エラー部のセルは黄色でハイライト
されますので、内容をご確認頂き、
改善のご対応をお願い致します

(h)
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コンバート取込データで検出される主な5つのエラー

コンバート取込データの検出エラー対応

No. エラー内容 対応

1 任意報告 未チェック chemSHERPAで一括チェック

2
日本語入力した任意報告物質名称が
空欄になる

物質欄に英語名を入力

3 材質の「用途」と「分類記号」の不整合
「用途」と「分類記号」を適切な
組合せに修正

4 適用除外期限切れ（警告）
別に有効な適用除外がある場
合は修正
※ない場合は不要

5 UVCB 用途未選択 SVHC対象/対象外を入力
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1.任意報告 未チェック

コンバート取込データの検出エラー対応

発生原因

ご対応

• AISツールで入力した任意報告
物質情報がコンバート取込では
引継がれないためエラーとなります

物質名称が空欄になる場合の
原因と対応は次頁で説明します

• CAS RN®が65997-17-3また
は65997-18-4の場合は、有害
物質の含有リスクの判断が困難な
ため、お手数をおかけしますが、本
資料「6. CAS RN®切替手順」
に従って、CAS RN® の切替をお
願いします。

• 上記のCAS RN®に当てはまらず、
対象が全て任意報告物質である
ことをご確認頂けた場合、「一括」
をチェックすることで、対象のセルを
一括で任意報告該当とすることが
できます
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発生原因

• chemSHERPAでは物質名
称は基本的に英語が想定され
ており、半角英数しか許容され
ません

• 報告対象物質であれば、
CAS RN®から
chemSHERPAの物質リスト
名称に自動変換されます

• しかし任意報告物質の場合は、
全角漢字の物質名称は空欄
になります

ご対応

2.日本語入力した任意報告物質名称が空欄になる

コンバート取込データの検出エラー対応

英語名称を入力

• 物質欄に英語名称を入力してください

なお、CAS RN®による英語名称検索サイトとしてはSTN easyなどがあります
(有料。https://stneasy.cas.org/)。
担保できる名称でのご回答をお願い致します。
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3.材質の「用途」と「分類記号」の不整合(1)

コンバート取込データの検出エラー対応

用途は 4：内包剤
分類は R340
（ニッケル合金）

• 用途と分類記号は、ルールで決め
られた組合せしか選択できませんが、
ルールを逸脱しているためエラーとな
ります。

• 現在のAISツールやchemSHERPA
ではこのような入力はできませんが、
過去のAISツール Ver.4.0未満の
時代には可能だったようです

• その後、Ver.4.0に移行した後も、AISツールにこの不整合チェック機能がない
ため、過去からの蓄積エラーがそのまま残っています

• 用途の[選択]ボタンをクリックし、適切な組合せへ修正をお願いします

• chemSHERPAでは「材質用途」を選択すると、選択可能な「材質」が一覧に表示
されますので、適切なものを選択ください

• なお、組合せの一覧はchemSHERPAデータ作成支援ツール同梱の
「chemSHERPA材質リスト(ver.1.00.00) .pdf」に記載されております

発生原因1

ご対応

※修正が必要な事例が多数存在します
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3.材質の「用途」と「分類記号」の不整合(2)

コンバート取込データの検出エラー対応

• 2009年より使用を禁じていた
独自材質コード 9999やZZZZ
が使用されている場合があります。

• この場合、コンバート取込後に
「AISの分類記号に対応する分
類記号コードが無い」と警告が出
て、成分情報画面では、分類記
号欄が空欄となります

発生原因2

• 前頁と同様に、用途の[選択]ボ
タンをクリックし、適切な組合せ
へ修正をお願いします

ご対応

(a) コンバート取込後、
警告が出ます

(b) 分類記号欄が空欄となり、
エラーチェックでエラーとなります

• なお、このような古いデータでは、弊社独自のM番号の使用も懸念されます。M番号
が使用されている場合、先に、GP-Web V3 マニュアル画面掲載の「レガシーデータ
修正ツール」の使用もご検討ください。
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４.適用除外期限切れ（警告）

コンバート取込データの検出エラー対応

ご対応

• 既に適用除外の期限が過ぎているために
発生します

• 有効な適用除外が別途ある場合には、修正
してください

• 有効な適用除外がない場合は、修正不要です。
期限切れについては警告は出ますが、
chemSHERPAの成分情報は確定でき、
ファイルの出力（承認）も可能です。
ただしこの場合はランク指針Lv1がNGとなります。

• 期限切れについては、ランク指針Lv1でNGとなるため、代替が必要になる場合も
あります

注意事項

発生原因
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• chemSHERPAでは、セラミックやガラスにおいて、SVHCを含む場合はこれを報告
し、さらに、UVCB対象となるSVHCでは、対象/対象外の入力を要求されるように
なったものです。

• chemSHERPA ver.1.04.00では、三酸化二ほう素(CAS RN®:1303-86-2)、
四三酸化鉛(CAS RN®:1314-41-6)、一酸化鉛(CAS RN®:1317-36-8)、
ホウ酸(CAS RN®:10043-35-3、CAS RN®:11113-50-1)、
三酸化ジルコニウムチタン鉛(CAS RN®:12626-81-2)が対象です。

ご対応

• 対象セルをダブルクリックし、
SVHC対象/対象外を
入力してください

５.UVCB 用途未選択

コンバート取込データの検出エラー対応

発生原因

セルをダブルクリックすると
ポップアップが
表示されます

セルをダブルクリックすると
ポップアップが
表示されます



12

 

（ご参考）UVCBとは

コンバート取込データの検出エラー対応

• UVCBとは組成が不明または不定の物質、複雑な反応生成物または生物材料
(substances of Unknown or Variable composition Complex 
reactionproducts or Biological materials)を指します。

• REACH規則は、成形品中にSVHCが0.1重量%を超える濃度で含まれる場合に
は、その成形品を安全に使用するための情報を、使用者に伝達することを求めてい
ますが、REACH規則では、ガラスは、一つの物質(Substance)と考え、混合物
(Mixture)ではないと考えるため、個々の原料としてSVHCを含んでいたとしても、こ
れらのREACH規則に基づく情報伝達は不要と考えられています（ただし、ガラス中
に SVHC物質が固溶体としてではなく、そのまま存在するものもあり、その場合はガラ
スを混合物と解釈します）。

• また、RoHS指令では、対象物質がどのような化学形として存在しているかは無関係
で一定閾値以下に規制されているため、個々の原料としてRoHS対象物質を閾値
以上含む場合は情報伝達が必要になります。

• 以上の背景から、chemSHERPAの成分情報の報告では、セラミックやガラスにおい
て、SVHCを含む場合は、これを報告し、さらに、「UVCBのためSVHC非該当」かど
うかをユーザが判断する仕組みにしています。

※「chemSHERPA 成形品データ作成支援ツール 操作マニュアル」より転記
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6. CAS RN®切替手順

• 主な名称：ケイ酸鉛、フリット、 Frits, chemicals

• 概要：旧GP-Webから当社独自の鉛化合物として報告をお願いしていた物質です。

当時16万品目もありました（現在は３万品目程度）。

コンバート取込データの検出エラー対応

CAS RN®：65997-18-4

CAS RN®：65997-17-3

これらのCAS RN®は、鉛やカドミなど重金属を含む可能性がある物質として登録され
ているもので、極めて素性が曖昧です。

JAMP-AISは任意で適用除外入力ができましたが、chemSHERPAではそれが
できません。当社で有害物質の含有リスクの判断が困難になりますので、切替をお願
いします。

• 主な名称：ガラス酸化物、ガラス繊維、Glass, oxide, chemicals

• 概要：chemSHERPAでは、Ver.1.04以前は鉛化合物として扱われていましたが、

Ver1.05.00より非収載とすることになった物質です。

対象となる物質について
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6. CAS RN®切替手順

コンバート取込データの検出エラー対応

• ケイ酸鉛はchemSHERPAでは任意報告物質です。

• ガラス酸化物はchemSHERPA ver.1.05以降は任意報告物質となり
ます。

• コンバート取込をして任意報告物質となると、 AISシートで入力していた
適用除外なども消えてしまいます。さらに日本語名は空欄となり、見分け
がつきにくくなるため、CAS RN®で検索頂くなどして、漏れがないようご対
応をお願い致します。

書換手順

以下の場合について、次頁以降の説明手順に従って処理をお願い致します。

(1) 鉛の含有濃度が既知で1000ppm以上の場合

(2) 鉛の含有濃度が既知で1000ppm未満の場合
(a) 物質情報を削除する場合
(b) 物質情報を残す場合

(3) 鉛の含有濃度が不明の場合

ご注意頂きたいこと
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6. CAS RN®切替手順

コンバート取込データの検出エラー対応

取込後
成分情報
画面へ

エラーチェック

任意報告物質とすべきとエラー 入力していた適用除外が消えてしまう

「ケイ酸鉛」と日本語で記載 適用除外を手入力

chemSHERPAでコンバート取込後、エラーチェックした際の状況

全角漢字の物質名称は
空欄となってしまう

コンバート前AISデータ例
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6. CAS RN®切替手順

コンバート取込データの検出エラー対応

エラーチェックして、エラーが全てなくなれば、確定してください

①物質に鉛
（CAS RN® 7439-93-1）を

入力

①物質に鉛
（CAS RN®：7439-92-1）を

入力

②適用除外を入力

③既知の鉛含有濃度を記入

CAS RN®を7439-92-1（鉛;Pb）とし、既知の鉛含有濃度を記入してください

(1) 鉛の含有濃度が既知で1000ppm以上の場合
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6. CAS RN®切替手順

コンバート取込データの検出エラー対応

エラーチェックして、エラーが全てなくなれば、確定してください

(2) 鉛の含有濃度が既知で1000ppm未満の場合
(a)物質情報を削除する場合

物質削除の際には、質量が変化するため材質は削除せず、
物質のみを削除するようご注意をお願いします。
（特に材質に物質が１つだけの場合にご注意ください）

①物質欄の３項目を削除

②任意報告や適用除外は空欄のまま

③物質情報を更新

②任意報告や適用除外は空欄のまま

当該物質の情報を削除し、物質情報を更新してください
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6. CAS RN®切替手順

コンバート取込データの検出エラー対応

エラーチェックして、エラーが全てなくなれば、確定してください

(2) 鉛の含有濃度が既知で1000ppm未満の場合
(b) 物質情報を残す場合

CAS RN®を7439-92-1（鉛;Pb）とし、既知の鉛含有濃度を記入してください

①物質に鉛
（CAS RN®：7439-92-

1）を入力

③既知の鉛含有濃
度を記入

②「閾値以下」を選択

※鉛の含有濃度がゼロの場合、濃度ゼロの回答は出来ないため、可能な限り、対応(2)(a)に従って物質情報は削除して
ください。
やむをえず情報を残す場合、CAS RN®に“-”（ハイフン）を入れ、物質名を“Glass without declarable 
substances”としてガラスの含有率(ほとんどの場合100％)を入力し、任意報告にチェックしてください。
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CAS RN®をSN0023（鉛化合物）とし、現状の濃度をそのまま記載ください。

6. CAS RN®切替手順

コンバート取込データの検出エラー対応

①物質に鉛
（CAS RN® 7439-93-1）を

入力

①物質に鉛化合物
（CAS RN®：SN0023）

を入力
③濃度はそのままとする

②適用除外を入力

エラーチェックして、エラーが全てなくなれば、確定してください

(3) 鉛の含有濃度が不明の場合


