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(全文仮訳) 
アーティクル中の CMR に対する第 68 条(2)の適用 

2014 年 11 月 10～11 日の第 16 回 CARACAL 会議資料 
2016 年 2 月 5 日 

 
REACH 第 68 条(2)：「消費者用アーティクルにおける CMR 1A 及び 1B の制限」 

の履行のためのクライテリア及び手続き 

 

１．導入部 

何故、クライテリアが必要か？ 

REACH 第 68 条(2)は簡易手続きを提供しており、それは消費者によって使用される可能性が

あるそれ自身、混合物中の又はアーティクル中のカテゴリー 1A 及び 1B の発がん性、変異原性

又は生殖毒性(CMR)として分類される物質に関係して、欧州委員会が使用することもあるもので

ある。その手続きは、制限プロセス、公開諮問、RAC 及び SEAC の見解及びフォーラムの助言

を開始するために附属書ⅩⅤの一式文書の作成を必要とする、第 69 条から第 73 条の標準的制限

手続きとは異なっている。 

 

CARACAL 会議の文書 CA/52/2011 において既に述べているように、もっぱら第 68 条(2)の下

での CMR 物質への消費者のばく露を阻止するかどうかの裁量権を含めて、第 68 条(2)の下にお

ける発議権は欧州委員会にあることを思い起こすことは重要である。適切だと考慮された場合、 

欧州委員会は第 69 条(1)の下に行動でき第 69 条から第 73 条に概説された標準的制限手続きに従

った一式文書の作成を ECHA に要請することもできる。 

 
物質及び混合物に対しては、新しい物質がCMR カテゴリー1A又は1Bとして分類される毎

に、欧州委員会は一般大衆への供給のためにこれらの新しく分類された物質及びそれらを含

有する混合物の販売及び使用を禁止するための提案をして、REAC委員会の見解を得て、

REACH附属書ⅩⅦの登録番号28～30への修正を採択するところの指令76/769/EECの下での

長い歴史を持つ慣行を継続することをREACH(特に前文の(75))は示唆している。 
 
このことは消費者に供給される又は利用可能とされるCMR物質又は混合物に起因する可能

性のある(ある場合は理論的だとしても)ばく露及び異なる発生源からの可能性のあるばく露

の組み合わせによって正当化されている。 
 
アーティクルに対しては、指令 76/769/EEC の下での半自動的な制限手続きとは同等の慣行が

存在していなかったという意味においてその事情は異なっている。アーティクルと物質及び混合

物の間の主要な違いは、アーティクル中に含有されている CMR 物質への消費者のばく露の可能

性は無いか又は非常に限られている場合があること及びその他の場合は、ばく露は混合物に対す

るそれに相当する場合であることである(例えば、第 7 条(1)(b)における条件を満足するアーティ
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クル等)。REACH のある規定(第 7 条及び第 33 条)はアーティクル中の物質に関係しているけれど

も、物質のアーティクル中の存在及び/又はそれからの移動についての情報を得ることは一般的

に困難である。これらの理由のために、欧州委員会は物質又は混合物への消費者の(時には理論

的な)ばく露はアーティクルからの CMR 物質への可能性のあるばく露とすべての場合に比較する

ことができないと考えている。アーティクル中の CMR 物質に対するアプローチは、それ故、 

すべての場合において、附属書ⅩⅦの登録番号 28～30 の下での物質それ自体又は混合物中の物

質に対するのと同じし方で実施されるべきではない。このことは CMR に分類される物質を含有

するすべてのアーティクルの消費者への販売又は消費者による使用の一律の禁止はすべての場合

に事前の検討をしないで、規定通りに適用することはできないことを意味する。 

 

第 68 条(2)はアーティクルの特別な場合に簡易制限手続きを実施する詳細方法を規定していな

い。クライテリア及びそれに取り組む方法論を開発する必要があることが以下の経路で示された

のに続いて、制限の最初の事例 1 が採択された。 

 ・科学的な精査が少ないこと及び明確に必要とされる社会経済的影響評価の不足を考慮して、 

  この手続きが適用できる場合； 

 ・制限の草案を裏付ける文書において必要とされる情報の種類及び詳細のレベル； 

 ・利害関係者の諮問、必要な場合は、科学的専門家集団の諮問を含めて、制限の草案が科学的 

  に健全でありバランスが取れていることを保証する評価 

 

この文書において提示されているクライテリア及び手続きは以下の異なる目的を有する： 
 ・それが適切な手段であるかどうかを決定するために第68条(2)に従ってある制限を提案す

ることを欧州委員会に要請することを加盟国が思いつくのを手助けするため； 
 ・第68条(2)に従ってある制限を自信で提案することを考える場合又は加盟国からのその 

ような示唆に呼応する場合に欧州委員会を導くため； 
 ・欧州委員会が可能性のある制限の範囲及び条件を定義するのを手助けするため 
 

第68条(2)の手段経由で消費者用アーティクルに対する最初の制限を採択した際の経験は、 
政策的なものを含めて、以下の考慮されるべき幾つかの重要な要素が存在することを示し

た： 
 ・REACH委員会において技術的に複雑な提訴(PAHの事例のようなもの)を議論する際に遭

遇した困難さ 
 ・提案された制限に結びついた経済学的考察 
 ・WTO加盟国を含めて、利害関係者からの可能性のある反発 
 
 
1 多環芳香族炭化水素に関する化学品の登録、評価、認可及び制限(REACH)に関する欧州議会及び理

事会の規則(EC) No 1907/2006 附属書ⅩⅦを修正する委員会規則 N 1272/2006 
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CARACAL 会議に相談することに加えて、その他の関連する欧州委員会の部局(例えば、

SANCO, TRADE)が相談を受ける。 

 

最初の実際の事例でいくらかの経験を得た後に、欧州委員会は本文書において提示されたクラ

イテリア及び手続きを改訂する必要があるかどうか評価する予定である。 

 

 

第 68 条(2)の適用のスコーピング研究 

欧州委員会企業産業局は、「アーティクル中のある CMR 1A 及び 1B 物質に対する制限の産業

競争力に及ぼす影響の可能性－2012 年 12 月及び 2013 年 11 月の間の優先行動を要求する CMR

物質への REACH 第 68 条(2)の適用に対するスコーピング研究」に関する研究に着手することを

ICF International 及び AMEC に委託した。本研究の目的は以下の 3 部から成る： 

 ・使用、市場情報、市場関係者及び可能性のある代替物を調べながら、消費者用アーティクル 

  に存在する可能性のある CMR 物質に関する情報を収集し解析すること。 

 ・消費者用アーティクル中の 13 の CMR 物質の短いリストに対して可能性のある制限の社会

経済的影響のスコーピング評価を提供すること。 

 ・これらの活動から得られた経験に基づき、消費者用アーティクル中の CMR 物質に対する 

第 68 条(2)の簡易制限手続きを使用するかどうかの決定において考慮する要因に関する助言 

を提供すること。 

 

本研究において検討されたCMR物質は以下の根拠に基づいて選択された： 
 ・登録一式文書における情報に基づいた、消費者用アーティクルにおける可能性のある 

使用/存在 
 ・既に候補物質リストに収載されていてアーティクル中に存在することが知られている

CMR物質 
 ・可能性のある社会経済的な関連性の異なる尺度 
 

選択された物質は一連の潜在的なクライテリアを念入りに作るのを手助けする事例研究と 
して使用された。収集された情報は本研究において考慮された物質の幾つかに対しての可能 
性のある将来の規制提案のための有用な出発点にもなり得る。コンサルタントによって実施 
された２つの利害関係者の公開諮問は、ある物質がEUの内部で又は外部でまだアーティク 
ル中で使用されているかどうか又はEUにおいてその物質を含有するアーティクルの使用/生 
産が終了している可能性がある場合、又はその物質が輸入されたアーティクル中に存在する 
かどうかを確実に確認することが如何に困難であるかを示した。 
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本研究は欧州委員会の企業産業局のwebsite 2で一般公開されており、その結果は2013年11 
月のCARACAL会議で提示された。 
 
欧州委員会は本研究の結論を本文書のための思考を誘発するもの(thought starter)として使用 
した。 
 
2. 基本的なアプローチ 

第 68 条(2)は欧州委員会によって以下のような異なる仕方で適用することができる： 

 ・類似した構造/作用機序を有して、消費者用アーティクルの潜在的に異なるカテゴリーに 

  存在する個々の CMR 物質又は物質群を標的にする。 

 ・消費者用アーティクルの特別なカテゴリーを標的にして、それらの中の CMR 物質の潜在的 

  な存在又は移動を制限することを目指す。 

 ・新しい使用の展開を回避するために、消費者用アーティクルにまだ使用されていないことが 

  知られている個々の CMR 物質を標的にする。 

 

３番目のシナリオに対しては、欧州委員会は、消費者用アーティクルにおける CMR の存在/不在

に関する知見が非常に低いレベルであるため、第 68 条(2)を使用することは現状、不可能である

と考えている。 

欧州委員会は、異なる情報要求を付けて、適宜、両方のシナリオを組み合わせて、２つの最初の

事例に第 68 条(2)を適用することを提案する。その目的は標準的なものと比較してその手続きの

簡素化と提案された制限がバランスの取れたものでありかつ法的強制力のあるものであることの 

間のバランスを図ることである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/docs_studies/final-report-cmr-1a-1b-in-art_en.pdf   

(本 URL はリンク先が切れている。過去の資料は 2011 年の CARACAL 会議資料を参照して頂きた

い。) 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/docs_studies/final-report-cmr-1a-1b-in-art_en.pdf
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両方のアプローチに対して、消費者に関連したアーティクル中の CMR 物質の制限は、以下の

３つのフェーズに分けることができる： 

 ・フェーズ 1：欧州委員会は、すべての消費者用アーティクルに存在する CMR 物質又は物質

群の又は消費者用アーティクルの特別なカテゴリーに存在する CMR 物質の第 68 条(2)を経

由した可能性のある制限を考慮する。 

 ・フェーズ 2：公開諮問及び強調する個所を明確に示す議論を含めて、制限草案の作成 

 ・フェーズ 3：コミトロジー手続きに従った草案に関する議論と決定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公開諮問 

優先化 

必須物質 

個々の CMR 又は CMR グ

ループによるアプローチ 

消費者用アーティクル/アーティ

クルの種類の中の存在の確認 

アーティクルのカテゴリ

ーによるアプローチ 

アーティクル中に存在す

る CMR の予備リスト 

詳細フローチャートに示

されている考慮 
制限の範囲に関する考慮 

第 68 条(2)、第 69 条の決

定、REACH 下の制限無 
第 69 条(2)の手続きに 

従った制限 
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個々のCMR物質によるアプローチ 
それが特別な機能を有するから、又はそれが製造工程の残渣又はその構成成分の変質に

伴い、そのアーティクル中で生成されて、それ故にそのアーティクルにまだ存在してい

るとして見なすことができるという理由で、このアプローチは物質が異なる消費者用ア

ーティクルに存在する可能性があると考えられる場合に適用される。 
このアプローチは以下の２つのステップの検証を意味する： 
 ・決定クライテリア：第68条(2)の手続きは最善の規制の選択であるか？ 
 ・追加のクイライテリア(決定のクライテリアが最も適切な法的な選択として第68条

(2)を裏付ける場合)：その制限の範囲又はその他の要素を定義するためのもの。 
 
これらのクライテリアは、欧州委員会が消費者用アーティクルにおけるCMRのための第

68条(2)における手続を使用することが最も適切かどうかを容易には判断するための指導

的クライテリアとなることを意図している。 
最初の実際的事例で得られた経験が、これらのクライテリアが実現可能である又は将

来、改訂の必要があるかどうかを示すだろう。 
 
このアプローチは、以下の２つのフローチャートで示される： 
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CMR 1A 又は 1B に分類された物質 

消費者用アーティクル中 

の物質の存在の証拠が 

あるか？ 

消費者用アーティクル中の

物質からの人健康の懸念の

証拠があるか？ 

技術的根拠に基づいて消費者 

ばく露が排除できるか？ 

物質がアーティクル内に結合/封入され

ているかどうかのデータ、可能性のある

移動、使用条件、閾値に関する情報 

市場、サプライチェーン及び 

物質の使用の十分な知見が 

存在するか？主要な使用に 

対する代替が存在する兆候が 

あるか？ 

第 68 条(2)の手続きの検討の勧告

(以下のフローチャートを参照) 

制限無の結論を下す前に、

過去における消費者用アー

ティクル中の存在及び CMR

への消費者ばく露の可能性

を検討する。 

継続解析(第 69 条の検討) 

制限しない 

(正当化されない) 

継続解析が必要で、

第 69 条の手続きが 

示唆される 

アーティクル中の存在及び現在

の使用に関する登録一式文書、 

文献/利害関係者の証拠 

公開諮問 

? 

NO 

YES 

YES 

NO 

NO 

YES 
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第 68 条(2)の手続きに対して 
勧告された物質 

物質は消費者用アーティクル中で

容易に検出され、そうして測定/

監視されるか？ 

関係する市場は動きが早く破壊

的革新で特徴づけられるか？ 

その物質は必須材料又は必須の

使用に存在するか？ 

関係する市場は多数の SME 

又は限られた財政能力で 

特徴づけられるか？ 

すべてのアーティクル中で特定された 

使用に対して採択された制限の勧告 

特定の市場でのデータ、

何らかの認可申請、公開

諮問及び文献の情報源 

分野における平均的投資利

益及び EU 内での投資循環

に関するデータ 

必須の原材料の使用に 

関するデータ 

特定の使用への制限の 

限定又は特例の導入 

を検討する 

特定の使用への制限の 

限定又は特例の導入 

を検討する 

特定の使用への制限の 

限定又は特例の導入 

を検討する 

特定の使用への制限の 

限定又は特例の導入 

を検討する 

YES 

NO 

NO 

NO 

NO 

YES 

YES 

YES 
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文献調査及び公開諮問を経由して収集される情報 

ばく露の証拠：消費者用アーティクル中の物質からの EU 市民への人健康のばく露の証拠が存在

するか？ 考慮されるべき要素は以下の通りである： 

 ・アーティクル中の物質の存在(過去におけるアーティクルにおける存在も含めて)の証拠及び 

  アーティクルのカテゴリーの指標。その物質は機能を有するか、又はそれは製造工程の残渣 

  として存在するのか、又はその構成成分の変質(例えば、建造物におけるホルムアルデヒド)

に伴ってそのアーティクルに存在/から放出され得るのか？ その物質の存在(及び/又は放

出)は測定できるのか(認証された分析方法は利用可能か)？ 

 ・その物質の物理化学的特性(例えば、Kow、揮発性、溶解性又は分子量)又はその物質が存在 

しているアーティクルのマトリックスの特性。例えば、その物質がそのマトリックス(例え 

ば、ゴムの中の PAH)に堅く結合していない理由によってその物質がそのアーティクルから 

移動/漏出するかもしれない兆候が存在するか？又は、それとは反対に、その物質がそのマ 

トリックスによく結合している(例えば、鋼鉄中のクロム、ガラス中のホウ酸)理由で、移動 

しない可能性の兆候が存在するのか？ 又はその物質がそのアーティクル中に封入されてい 

る理由で、直接の消費者ばく露の兆候はないのか(例えば、電子機器中に含まれているトラ 

ンジスタ中のガリウムヒ素)？ 

 ・消費者用アーティクルの通常の/合理的に予見できる使用及び処分条件による経皮、 
経口又は吸入ばく露の可能性(例えば、吸入ばく露に関係した切断/粉砕、子供の起こり 
得る口にいれる行為、園芸器具又は衣服に対してのような予測される長時間の皮膚 
接触） 

 
考慮される可能性がある追加要素 
 ・その物質に対する閾値が無い影響の兆候 
 ・認可の何らかの申請 
 ・サプライチェーの複雑さ 
 ・市場の大きさと価値、特定の市場におけるデータ 
 ・使用の種類 
 ・アーティクルのカテゴリーに対する物質の付加価値 
 ・アーティクルのカテゴリー/必須の使用に対する適切な代替 
 ・代替費用/除去費用の大きさ 
 

アーティクルのカテゴリーによるアプローチ 
本アプローチにおいて、欧州委員会は消費者用アーティクルの一つ又は幾つかのカテゴリー 
に取り組む。そこではアーティクルの性質のために、そのアーティクルに存在する可能性が

ある関連するCMR物質へ消費者がばく露する(長期の－又は多数の短期間の)可能性がある 
ものである。それは影響を受けやすい集団グループ(子供、妊娠女性、老人のような)のばく

露の可能性も特別に考慮に入れる。このアプローチを適用する場合、可能性のある重複を避

けるために分野特有の法令へとの一貫性が保証されなくてはならない。 
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消費者用アーティクルのカテゴリーは、既存の分野特有の法令と見比べて、可能性のある法

令上の不足を探しながら、加盟国専門委員会、ECHA及び利害関係者と協働して特定されて

優先化される必要がある。出発点として、以下のグループを考慮することができる： 
 ・繊維商品(衣服及び履物) 
 ・子供用アーティクル 
 ・スポーツ及びレジャー用アーティクル 
 ・建築用要素から構成されるアーティクル及び家庭で使用される装飾的調度品(床材、 
  布地、家具)又はその他の閉鎖空間(車、公共輸送) 
 
消費者用アーティクルのカテゴリーの定義はこれに関連して重要である。そして、可能な 
場合、既存の法令(例として、玩具安全指令)における定義が使用されるべきである。 
 
制限によって包含されるCMR物質(個々の物質又はグループ)のリストはREACH附属書ⅩⅦ

への特別な付録として追加され、適宜、追加の物質によって定期的に更新することができ

る。 
 

要求される情報 
この場合、特定の物質に必要とされる情報は以前のケースよりも広範囲に及ぶことはない

が、少なくともそれは以下を含むべきである： 
 ・アーティクルの特定なカテゴリーに対する消費者ばく露の可能性の正当化 
 ・そのアーティクルのカテゴリーに存在する可能性があるCMR 1A及び1B物質(個々の物質 
  又はグループ)のリスト 
 ・その他のアプローチに対して述べられたものに類似した追加の要素；その目的は 
  以下のものである： 
   ◦ 制限の範囲(必要な場合、免除を含めて)を定義するため 
   ◦ そのケースが高度に複雑(例えば、代替が無い必須物質)な故に「物質特異的なアプ 

ローチ」に従う必要がある可能性があるケースを特定するため 

 
3. 手続き 
その草案を裏付ける要素は、最初に入手できる情報を探して収集され、それから、必要に応

じて、特定の公開諮問を経由して補足され/検証されるべきである。その公開諮問の長さは

ケース・バイ・ケースで決定することができる。しかし、それは少なくとも3ヶ月間である

べきである。その公開諮問は、利害関係者がその選択されたアプローチに依存してコメント

すべき要素のリストを明確に示すべきである。 
 
その公開諮問は、ECHAによって技術的に支援された欧州委員会の諮問であるべきである。 
欧州委員会は以下の段階的なアプローチを提案する： 



11 
 

 1. 特定のCMRが存在していることもある又は過去に(その物質のアプローチにおいて)存在 
していたこともあるアーティクルのリスト又は消費者用アーティクル(アーティクルの 
アプローチのカテゴリーにおける)の選択されたカテゴリーに存在する可能性がある 
特定のCMR(個々の物質又はグループ)のリストが、以下に基づいて、作成されるべきで 
ある： 

  ・国内の執行活動の結果 
  ・国内の、EU及び国際的なデータベース/調査 
  ・RAPEXの届出 
  ・REACH第7条(2)に基づくECHAへの届出 
  ・アーティクルの製品寿命に対する何らかの認可申請 
  ・REACH第33条の下での(入手できる場合)消費者によって得られた何らかの情報 
 
 2. その次に欧州委員会は、特定された消費者用アーティクルにおけるその存在又は存在 
   の可能性に関する情報、そして可能な程度までの、それらの濃度/移動、それらの機 

能、そのアーティクルとの接触の頻度、代替の利用可能性、禁止/制限の可能性がある 
社会－経済的影響及び可能性がある制限の執行可能性に関する情報を要求して、その 
特定されたアーティクル/CMR物質のための公開諮問を開始する。その他のアーティク 
ルにある特定の物質の存在又は消費者用アーティクルの選択されたカテゴリーにある 
その他のCMR 1A及び1Bの存在に関する一般的な質問もあり得る。 

 3. 必要な場合、欧州委員会は適切な科学委員会にも相談することができる。例えば、 
   子供用アーティクルに対する制限の場合には、必要な場合、玩具安全委員会に相談す 
   ることができる。 
 4. アーティクルのカテゴリーを経由して最初に想定された制限に問題があるように思え 
  る物質に対しては：個々の物質のアプローチが使用される。影響が確認される場合(例 

えば、代替が技術的に又は経済的に実現可能でないように思える場合)、追加情報が、 
その物質は第68条(2)に従って制限されるべきである、又は第69条の下での制限手続きの 
必要性がある。又は、制限の必要性がない。又は別のリスクマネジメントアプローチの 
必要性があることを示すこともあり得る。 

 5. 諮問が何らかの克服できない問題を明らかにしなかった物質/アーティクルに対して 
は、その時、欧州委員会は第68条(2)の制限手続きを正式に開始する。 

 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
比較できる手続きが「より安全な消費者製品」プログラムにおいて、カリフォルニア州に

より、現在、使用されつつあり、優先製品及び優先物質の選択のような、幾つかの側面が 
具体例として使用できる。3 
収集された情報は報告書において提示されるべきである。その報告の構成は以下のような 
ものになり得る： 
  ・当該アーティクル又は当該アーティクルのカテゴリーのリスト、その中のCMR 1A及 

び1B（可能性がある）として分類される物質/複数物質の特定に関する情報、及び可 
能な限りで－その物質の使用及び/又は機能 

  ・ハザード及びばく露に関する情報：閾値の存在/不在、使用、ばく露の見込/ばく露の 
   潜在力、アーティクル中の物質の存在の可能性 
  ・利害関係者の諮問に関する情報 
  ・代替に関する情報 
  ・社会－経済的要素 
  ・執行可能性に関する情報 
  ・結論：取るべき適切な手段及びアプローチ(即ち、個々の物質(物質のカテゴリー)の 

アプローチに基づく、又はアーティクルのカテゴリーのアプローチ又はその２つの 
組み合わせに基づいた第68条(2)又は第69条の適用)、その条件を含む提案された 
範囲、適用の時間、適切な場合、その制限値を示唆する制限に対する初期の草案 

 
その詳細のレベルは、その特別なケースに依存する。 
 
 
 
 
 
 
 
3 http://www.dtsc.ca.gov/SCP/index.cfm 

 
この手続きは州の当局によって採択される禁止/制限には至らないが、寧ろ事業者に広範囲な代替分析

を実施させ、その次に一つ(又は幾つかの)可能性のある法的対応を採択することを義務付けて、そこ

には当該優先アーティクルにおける特定された優先物質の代替が含まれる可能性があることに注意す

べきである。更に、当該物質又はアーティクルの範囲ははるかに狭い。2014年3月にカリフォルニア

当局は最初の優先リストを公表した。それには一つの子供用アーティクル(難燃剤のTDCPPを含有す

る子供用の発泡剤で詰め物をした寝具製品)が含まれる。 

 
 

http://www.dtsc.ca.gov/SCP/index.cfm
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4. 次のステップ 
第68条(2)の制限手続きのための関連する物質/アーティクルのカテゴリーを優先化し選択 

するクライテリアは以下の事を含むこともある： 

  ◦ 過去の使用を含めて、消費者用アーティクルにおける物質の可能性のある/検出された/ 

    既知の/広範な使用 

  ◦ 消費者ばく露の可能性がある場合のアーティクル(例えば、皮膚の接触) 

  ◦ 影響を受けやすい集団によって使用されるアーティクル(例えば、子供、妊娠女性) 

  ◦ その物質の移動の可能性 

  ◦ 閾値が無いCMR 

 
欧州委員会はアーティクルのカテゴリーのアプローチを使用して、第68条(2)の下における 

消費者用アーティクル中のCMRのための制限に関する作業を開始する意向である。加盟国所管

当局との諮問の後に、繊維及び衣服商品が最初のテストケースとして選択された。それらが皮膚

と接触するという特性に加えて、これらの商品に対して現状、包括的な製品特異的な法令が存在

しない。欧州委員会は、ECHAの支援を受けて、それらの可能性のある最大限の濃度限界を含め

て、現在、繊維及び衣服商品に存在し得るCMR 1A及び1Bに関する情報を収集している。公開諮

問が2015年の前半に開始される予定である。（これは、予定より遅れて2015年10月22日に開始さ

れた。） 

 
 

上記翻訳は原文の内容を正確に反映するように努力いたしましたが、疑義がある場合、正確な解

釈については、原文でご確認ください。 

 

免責事項  ： 

本書の情報は、ご利用者が本情報を使用して行う一切の行為について、翻訳の著者並びに発行

元は、何ら責任を負うものではないことをお断りしておきます。また、いついかなる場合におい

ても、著者並びに発行元はご利用者が本情報を使用して被った損害、損失について、何ら責任を

負いません。 

 

 

 

 

 

以上 

 


