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CLP 規則の追加 FAQ (2015 年 10 月) 
                                                             2015 年 10 月 14 日 

 

 

Unique ID                         項   目                                      頁 

CLP                              

Labelling 

[1137] 大衆に供給される物質/混合物のラベル上の予防ステートメント P501 の必要性   2 

 

Classification 

[1138] 附属書Ⅵの物質を含有する混合物の皮膚腐食性/皮膚刺激性又は 

眼に対する損傷性/刺激性を分類する場合の極端な値の pH の扱い               2 

 

 

 

 

 

 

(2015 年度追加分 CLP 規則 FAQ における改正履歴) 

新規追加 FAQ (Version 1.0) 

2015 年 10 月 9 日：[1137]及び[1138] 
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(原文) 

[1137] When must the precautionary statement P501 be included on the label of a substance or 

mixture supplied to the general public? 

 

The precautionary statement P501 with appropriate specification of where to dispose of the 

content/container (e.g. public waste disposal or recycling facility), in accordance with the applicable 

regulation, must be included on the label of any substance or mixture supplied to the general public 

if the substance or mixture is classified in the hazard classes and categories listed under P501 in 

Table 6.5 of Annex IV to the CLP Regulation. 

CLP 

Labelling 

Version: 1.0 

Latest update: 09/10/2015 

(仮訳) 

[1137] 予防ステートメント P501 は大衆に供給される物質又は混合物のラベルの上に含ま

れなくてはならないか？ 

 

その内容物/容器をどこに処理するか(例 公共の廃棄物処理又は再生利用施設)の適切な仕

様を持った予防ステートメント P501 は、その物質又は混合物が CLP 規則の附属書Ⅳの表 

6.5 における P501 の下にリストされるハザードクラス及びカテゴリーに分類される場合、 

その適用規則に従って、大衆に供給されるいかなる物質又は混合物のラベルの上にも含ま

れなくてはならない。 

 

 

(原文) 

[1138] Should extreme pH be considered when classifying a mixture for skin corrosion/skin 

irritation or eye damage/eye irritation when it contains an Annex VI substance with a specific 

concentration limit (SCL) for that endpoint? 

 

It is assumed that pH has been taken into account when setting an SCL for a substance for skin 

corrosion/skin irritation or eye damage/eye irritation.  

 

When a mixture only contains one corrosive or irritant ingredient (acid or base) with an SCL, the 

mixture should be classified according to this SCL even if the pH of the mixture is extreme. 

However, the SCL reflects a situation where the mixture does not contain any other ingredient that 

might affect the classification for that endpoint. If other ingredients in the mixture affect the 
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irritant/corrosive properties, this has to be taken into account.  

 

If a mixture contains any other substances than the one with an SCL, which may affect the corrosive 

or irritant properties of the mixture, the SCL may not determine the classification of the mixture. 

Such ingredients can be surfactants, other acids or bases, which either themselves possess corrosive 

or irritant properties or may be expected to affect the corrosive or irritant properties of the substance 

with the SCL, for example, by increasing the permeability of the skin. In that case, the classification 

should be based on the pH value of the mixture, unless consideration of the acid/alkali reserve 

suggests that the mixture may not be corrosive, and data from in vitro tests confirm that 

classification as corrosive is not justified. Classification based on the pH value of the mixture may 

lead to a more severe classification than if based on the SCL. A more severe classification may also 

result when either the additivity rule (Tables 3.2.3 or 3.3.3 of Annex I to CLP) or non-additivity rule 

(Tables 3.2.4 or 3.3.4 of Annex I to CLP) applies. 

CLP 

Classification 

Version: 1.0 

Latest update: 09/10/2015 

(仮訳) 

[1138] 皮膚腐食性/皮膚刺激性又は眼に対する損傷性/眼刺激性に対してある混合物を分類

する場合で、その混合物が、そのエンドポイントに対しての特定の濃度限界値(SCL)を有

する附属書Ⅵの物質を含有する場合、極端な pH の値は考慮されるべきか？ 

 

皮膚腐食性/皮膚刺激性又は眼に対する損傷性/眼刺激性に対して、ある物質のための SCL

を設定する場合に、pH は考慮されたと考えられる。 

 

ある混合物が、SCL を有する一つだけの腐食性又は刺激性成分(酸又は塩基)を含有する 

場合、その混合物の pH 値が極端な場合でさえも、その混合物はこの SCL に従って分類さ

れるべきである。しかしながら、その SCL は、そのエンドポイントに対する分類に影響を

与えこともあるいかなる他の成分も含有していない場合の状況を反映しているのである。

その混合物中のその他の成分がその刺激性/腐食性の性質に影響を及ぼしている場合は、 

そのことが考慮されなくてはならない。 

 

混合物が、SCL を有する物質以外の、その混合物の腐食性又は刺激性の性質に影響を及ぼ

すこともある何らかのその他の物質を含有する場合、その SCL ではその混合物の分類が 

決定されないこともある。その様な成分は、それ自身が腐食性又は刺激性の特性のいずれ

かを所有する又は例えば、皮膚の透過性を高めることによって、SCL を有する物質の腐食
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性又は刺激性の特性に影響を及ぼすことが見込まれることもある、界面活性剤、その他の

酸又は塩基である可能性がある。その場合、酸/塩基の残存を考慮するとその混合物は腐食

性ではないかもしれないことが示唆され、in vitro 試験からのデータが腐食性としての分類

を正当化しないことを裏付けることがなければ、その分類はその混合物の pH の値に基づ

くべきである。 

その混合物の pH の値に基づく分類がその SCL に基づいて判断される場合よりもより厳し

い分類を導くこともある。加算性(CLP 規則の附属書Ⅰの表 3.2.3 又は 3.3.3)又は非加算性

(CLP 規則の附属書Ⅰの表 3.2.4 又は 3.3.4)のいずれかが適用される場合、より厳しい分類

が結果として生じることもある。 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

原本の情報源：Source: European Chemicals Agency, http://echa.europa.eu/ 

Questions and Answers  

http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas 

 

上記の翻訳は、ウェブサイト：http://echa.europa.eu/で見出される欧州化学品庁によって公

表された正本の FAQ の実用上の翻訳(working translation)である。 

 

 

本情報の内容は、ECHA の FAQ の内容に基づいておりますが、ご利用者が本情報を使用 

して行う一切の行為について、著者並びに発行元は、何ら責任を負うものではありません 

ことをお断りしておきます。また、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 
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