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(2016 年度改訂及び新規追加の CLP 規則 FAQ における改正履歴) 
FAQ (Version 1.0) 

以下の FAQ は Version 1.0 とされているが既存の FAQ ID 番号であり、内容は実質的に改訂

版と考えられる。以下の過去の FAQ ID とその内容の一覧表を参照のこと： 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13645/faq_qa_new_unique_id_table_en.pdf 

2016 年 2 月 2 日：[159]、[176]、[209]、[229]、[253]、[241]、[246]、[258]、[262]及び[271]  

 

新規追加 FAQ (Version 1.0) 以下は新たに追加された新しい FAQ である。 

2016 年 2 月 4 日：[1152] 

尚、2015年10月14日に本公開HPで報告したCLP規則の追加FAQ [1138]は、現在、削除され

ている。皮膚腐食性/皮膚刺激性又は眼に対する損傷性/刺激性に関する試験法の改正草案

が現在、欧州委員会から提案されている事情に関係していると推察する。 

 

 

(過去の FAQ 及び Q&A の全文仮和訳の掲載について) 
尚、2012 年 11 月 30 日以降に ECHA Q&A website から公表された REACH、CLP 及び殺生

物性製品規則(ePIC 及び R4BP3 を除く)に関わる Q&A 及び FAQ の翻訳は、著書「欧州化学

物質法規制ガイドブック」の書籍購入者専用 HP にて掲載している。 

 

この更新情報のまとめ（目録)の中の 1. ECHA の FAQ/Q&A 関連情報(REACH、CLP 及び 

殺生物性製品規則)に 2012 年 11 月 30 日以降の追加/修正された FAQ/Q&A が集約されてい

る。2012 年 11 月 30 日、2013 年 1 月 8 日及び 2013 年 4 月 12 日に公開した FAQ は、古い

番号で引用されているため、2014 年 9 月 12 日に、それまで読者専用 HP で報告した FAQ

についての新旧番号の対照表を掲載してある。 

 

現在の番号(New Unique ID)で表記して、2012 年 11 月 30 日以降に ECHA Q&A website から

公表された REACH、CLP 及び殺生物性製品規則(BPR)に関わる Q&A 及び FAQ で読者専用

HP に全文翻訳が掲載されているものは以下の通りである： 

43, 44, 55, 105, 116, 129, 130, 144～148, 154, 155, 166, 222, 249～252, 258, 262, 270, 274, 475～

497, 748, 787, 804, 805, 819～850, 898～916(901, 907 は欠番), 918～925, 935～961, 978～998, 

1003～1039, 1049～1053, 1057～1099(1084, 1090 は欠番), 1109～1113, 1122～1136 

(1131 は欠番) 

 

 

 

 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13645/faq_qa_new_unique_id_table_en.pdf
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(原文) 

[159] What is CLP? 

 

"CLP" or "the CLP Regulation" is Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and 

packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 

1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). It implements the United 

Nations Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals (GHS) into EU 

law: 

 

Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP): 

http://www.echa.europa.eu/regulations/clp/legislation 

 

Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH):  

http://www.echa.europa.eu/regulations/reach/legislation 

 

The CLP Regulation came into force on 20 January 2009. It fully replaced the Dangerous Substances 

Directive 67/548/EEC (DSD) and the Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC (DPD) from 1 

June 2015. 

CLP 

A new Regulation 

Version 1.0  

Latest update 02/02/2016 

(仮訳) 

[159] CLP 規則とは何か？ 

 

CLP 又は CLP 規則は、指令 67/548/EEC 及び 1999/45/EC を修正する及び廃止する、並びに

規則(EC)No1907/2006(REACH)を修正する物質及び混合物の分類、表示及び包装に関する 

規則(EC) No 1272/2008 である。それは EU 法における化学品の分類及び表示の国際連合の

世界調和システム(GHS)を履行するものである。 

 

規則(EC) No 1272/2008 (CLP): 

http://www.echa.europa.eu/regulations/clp/legislation 

 

規則(EC) No 1907/2006 (REACH): 

http://www.echa.europa.eu/regulations/reach/legislation 

 

http://www.echa.europa.eu/regulations/clp/legislation
http://www.echa.europa.eu/regulations/reach/legislation
http://www.echa.europa.eu/regulations/clp/legislation
http://www.echa.europa.eu/regulations/reach/legislation
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CLP 規則は 2009 年 1 月 20 日に施行された。それは 2015 年 6 月 1 日から危険物指令

67/548/EEC (DSD)及び危険調剤指令 1999/45/EC (DPD)と完全に置き替わった。 

 

 

(原文) 

[258] Where can I find the updated version of Table 3.1 of Annex VI to CLP? 

 

Adaptations to Technical Progress (ATPs) to the CLP Regulation are issued by the European 

Commission and provide all updates to the harmonised classification and labelling in Table 3.1 of 

Annex VI to CLP. 

 

Updated versions of Table 3.1 are included in the Classification and Labelling Inventory managed by 

ECHA. However, please be aware that there can be a time delay of up to several months between the 

publication of changes/additions to Table 3.1 in the Official Journal of the European Union and the 

change to the C&L Inventory (http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-

database). 

CLP 

Annex VI to CLP 

Version 1.0  

Latest update 02/02/2016 

(仮訳) 

[258] CLP 規則の附属書Ⅵの表 3.1 の改訂版はどこで見ることができるのか？ 

 

CLP 規則への技術的進歩への適合(ATP)は欧州委員会によって発行されており、CLP 規則

の附属書Ⅵの表 3.1 における調和化された分類及び包装へのすべての改訂を提供してい

る。 

 

表 3.1 の改訂版は ECHA によって管理されている分類及び包装のインベントリーに収載さ

れている。しかしながら、欧州連合の官報における表 3.1 への変更/追加の公表とその 

C&L インベントリーへの変更との間には最大、数ヶ月までの時間遅れが有り得ることを認

識して頂きたい(http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database)。 

 

 

(原文) 

[262] Can a manufacturer, importer or downstream user submit to the Agency a proposal to 

introduce additional harmonised classification and labelling elements to an existing entry in Part 3 of 

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
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Annex VI? 

 

Yes. A manufacturer, importer or downstream user can submit a proposal to introduce additional 

harmonised classification and labelling elements to an entry in Part 3 of Annex VI to CLP directly to 

the Agency. A condition for submitting such a proposal is that the additional harmonised 

classification and labelling elements concern a hazard class or differentiation not yet covered by the 

harmonised classification of the substance in Part 3 of Annex VI. The procedure is described in 

Article 37(2) of CLP. 

 

Where a change to the existing harmonised classification and labelling elements of a substance in 

Part 3 of Annex VI to CLP is proposed, the manufacturer, importer or downstream user must submit 

the proposal to a competent authority of a Member State in which the substance is placed on the 

market (Article 37(6)). 

 

When a manufacturer, importer or downstream user has new information which may lead to a 

change of the existing harmonised classification and labelling of substances regulated under the 

Biocidal Products Regulation (EU) 528/2012 (the BPR) or under Regulation (EC) No 1107/2009 on 

plant protection products (the PPPR), they must act according to Article 37(6) CLP. 

 

As harmonised classifications in Annex VI are binding for the endpoints covered in the entry (except 

the minimum classifications (section 1.2 in Annex VI to CLP) indicated by the reference * in Table 

3.1), it is not possible to use a different classification and labelling from a harmonised one until an 

ATP amending it has been published. 

CLP 

Annex VI to CLP 

Version 1.0  

Latest update 02/02/2016 

(仮訳) 

[262] 製造者、輸入者又は川下ユーザーは、附属書Ⅵのパート 3 における既存の登録に対

して追加の調和化された分類及び包装の要素を導入する提案を庁に提出することができる

のか？ 

 

そうである。製造者、輸入者又は川下ユーザーは、庁に直接、CLP 規則の附属書Ⅵのパー

ト 3 における登録に対して追加の調和化された分類及び包装の要素を導入する提案を提出

することができる。そのような提案を提出する条件は、その追加の調和化された分類及び

包装の要素が、附属書Ⅵのパート 3 における物質の調和化された分類によってまだカバー
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されていないハザードクラス又はハザードクラスの差異に関係していることである。 

 

CLP 規則の附属書Ⅵのパート 3 における物質の既存の調和化された分類及び包装の要素へ

の変更が提案された場合、その製造者、輸入者又は川下ユーザーは、その物質が上市され

ている加盟国の所管当局へその提案を提出しなくてはならない(第 37 条(6))。 

 

製造者、輸入者又は川下ユーザーが殺生物性製品規則(EU)528/2012(the BPR)又は植物保護

製品に関する規則(EC)No 1107/2009(the PPPR)の下に規制されている物質の既存の調和化さ

れた分類及び包装の変更を引き起こすこともある新しい情報を所有する場合、それらの者

は CLP 規則第 37 条(6)に従って行動しなくてはならない。 

 

附属書Ⅵにおける調和化された分類はその登録においてカバーされているエンドポイント

に対して拘束力があるので（表 3.1 における参照記号*によって示されている最小限の分類

(CLP 規則の附属書Ⅵにおけるセクション 1.2)を除いて)、それを修正する ATP が公表され

るまで、調和化されたものと異なる分類及び包装を使用することはできない。 

 

 

(原文) 

[1152] Can the bridging principle "Review of the classification where the composition of a mixture 

has changed" be applied where the identity of the hazardous constituents (ingredients) of a mixture 

change? 

 

No, the bridging principle "Review of classification where the composition of a mixture has 

changed" can only be used for mixtures containing the same constituents (ingredients). It is only the 

concentrations of the constituents (ingredients) and not the constituents themselves that are permitted 

to change, within the ranges specified in Table 1.2 in Part 1 of Annex I which applies Article 

15(2)(a). 

CLP 

Classification 

Version: 1.0 

Latest update: 04/02/2016 

(仮訳) 

[1152] つなぎの原則：「混合物の組成が変更した場合の分類の見直し」は混合物の有害性

成分(構成要素)のアイデンティティが変更する場合に適用できるのか？ 

 

否、できない。つなぎの原則：「混合物の組成が変更した場合の分類の見直し」は、同一
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の成分(構成要素)を含有する混合物に対してだけ使用できる。第 15 条(2)(a)に適用する 

附属書Ⅰのパート 1 の表 1.2 において規定されている範囲内で、変更が許されているのは

成分(構成要素)の濃度だけであり、成分自体ではない。 

 

 

(原文) 

[271] When does a supplier have to introduce the CLP classifications into the safety data sheet 

(SDS) for substances and mixtures? 

 

Suppliers had to introduce CLP classifications into the safety data sheet (SDS) for substances from 1 

December 2010 and for mixtures from 1 June 2015. However, mixtures already placed on the market 

before 1 June 2015 and classified, labelled and packaged according to the Dangerous Products 

Directive (DPD) do not need to be re-labelled or re-packaged according to CLP before 1 June 2017. 

Their SDSs also do not need to be aligned with the CLP classification until 1 June 2017. 

 

In conformity with Article 2 of Regulation (EU) 2015/830, without prejudice to Article 31(9) of 

REACH, the SDS for mixtures provided to any recipient at least once before 1 June 2015 may 

continue to be used and need not comply with the Annex to Regulation (EU) 2015/830 until 1 June 

2017. For both substances and mixtures, Annex II to REACH was replaced by the Annex to 

Regulation (EU) 2015/830 from 1 June 2015. 

CLP 

Hazard communication with means other than labelling  

Version: 1.0 

Latest update: 02/02/2016 

(仮訳) 

[271] 供給者は何時、物質及び混合物のための SDS に CLP 規則の分類を導入しなくてはな

らないのか？ 

 

供給者は CLP 規則の分類を、2010 年 12 月 1 日から物質のための SDS にそして 2015 年 

6 月 1 日から混合物のための SDS に導入しなくてはならない。しかしながら、2015 年 6 月

1 日前に既に上市され、危険製品指令(DPD)に従って分類及び包装されている混合物は、

2017 年 6 月 1 日前に CLP 規則に従って再表示又は再包装される必要はない。 

それらの SDS も 2017 年 6 月 1 日まで CLP 規則の分類に足並みをそろえる必要はない。 

 

規則(EU)2015/830 の第 2 条に準拠して、REACH の第 31 条(9)を侵害することなく、2015

年 6 月 1 日前に少なくとも一回何らかの受領者に提供された混合物のための SDS は継続 
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して使用されてよく、2017 年 6 月 1 日まで規則(EU) 2015/830 の附属書に順守する必要は

ない。物質及び混合物の両者に対して、REACH の附属書Ⅱは 2015 年 6 月 1 日から規則

(EU) 2015/830 の附属書に置き換えられた。 

 

 

(原文) 

[241] Do active substances, plant protection products and biocidal products have to be labelled in 

accordance with CLP? 

 

Yes, they do. Active substances, plant protection products within the scope of Regulation (EC) No 

1107/2009 or biocidal products within the scope of Regulation (EU) 528/2012, which are classified 

as hazardous, must bear a CLP label including the relevant hazard statements, precautionary 

statements, signal word and pictograms. 

 

In addition, the label of a hazardous plant protection product must also display the statement 

EUH401 ("To avoid risks to human health and the environment, comply with the instructions for 

use"). However, in relation to any other aspects of labelling, the provisions of the respective 

regulations apply, e.g. for the update of a label of a plant protection or biocidal product, see CLP 

Articles 15(5) and 30(3). Further information can be found in the Guidance on labelling and 

packaging in accordance with the CLP Regulation available on the ECHA website at 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-mainly-for-industry-use 

 

Note that an active substance can also be placed on the market for non-pesticidal or non-biocidal 

uses. In these cases, the labelling provisions set out in CLP Title III apply in full. This means, for 

example, that the update of the relevant label has to follow the provisions of CLP Article 30(1)  

and (2). 

CLP 

Labelling 

Version 1.0  

Latest update 02/02/2016 

(仮訳) 

[241] 活性物質、植物保護製品及び殺生物性製品は CLP 規則に従って表示されなくてはな

らないのか？ 

 

そうである。そうしなくてはならない。有害性として分類される、活性物質、規則(EC) No 

1107/2009 の範囲内の植物保護製品又は規則(EU) 528/2012 の範囲内の殺生物性製品は、関

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-mainly-for-industry-use
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連するハザードステートメント、予防ステートメント、注意喚起語及び絵表示を含む CLP

規則のラベルを持たなくてはならない。 

 

更に、有害性植物保護製品のラベルはステートメント EUH401(「人健康及び環境へのリス

クを回避するために、使用説明書に順守する。」)も示さなくてはならない。 

しかしながら、表示の何らかのその他の側面との関係で、個々の規則の規定が、例えば、

植物保護又は殺生物性製品のラベルの更新に対して適用される。CLP 規則第 15 条(5)及び 

第 30 条(3)を参照のこと。詳細情報は以下の ECHA website で利用可能な CLP 規則に従った

表示及び包装に関するガイダンスで見つけることができる： 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-mainly-for-industry-use 

 

活性物質は非殺虫剤又は非殺生物性使用のために上市することもできることに注意するこ

と。この場合、CLP 規則タイトルⅢに規定されている表示の規定が完全に適用される。 

例えば、このことは、関連する表示の更新は CLP 規則第 30 条(1)及び(2)の規定に従わなく

てはならないことを意味する。 

 

 

(原文) 

[246] If a substance or mixture is produced exclusively for the non-EU market, does it need to be 

labelled in accordance with CLP before export? 

 

The CLP Regulation does not require the labelling of substances or mixtures that are only exported 

and that, within the EU, are only subject to transport operations. It is necessary to take worker health 

and safety considerations into account during the production packaging and storage stages, to ensure 

that these substances and mixtures are handled safely. 

 

However, the PIC Regulation ((EU) 649/2012) concerning the export and import of hazardous 

chemicals (which implements the Rotterdam Convention within the EU) requires that all exported 

chemicals are classified, labelled and packaged in accordance with the CLP Regulation, the Plant 

Protection Products Regulation ((EC) No 1107/20), the Biocidal Products Regulation ((EU) No 

528/2012) or any other relevant EU legislation, unless those provisions would conflict with any 

specific requirements of the receiving countries. Further information can be found in sections 4.1 

and 6.10 of the Guidance for implementation of the PIC Regulation. 

 

The labelling and packaging requirements for hazardous transported goods are laid down in the 

respective transport legislation, based on the UN Model Regulations. 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-mainly-for-industry-use
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CLP  

Labelling 

Version 1.0  

Latest update 02/02/2016 

(仮訳) 

[246] 物質又は混合物がもっぱら非 EU 市場のために製造される場合、それは輸出前に

CLP 規則に従って表示される必要があるのか？ 

 

CLP 規則は輸出だけされる物質又は混合物の表示は要求しなくて、それは EU 内で、輸送

作業だけが表示を要求される。 

これらの物質及び混合物が安全に取り扱われることを確実にするために、生産の包装及び

保管段階の間の作業者の健康安全に配慮する必要がある。 

 

しかしながら、有害化学品の輸出入に関する PIC 規則((EU) 649/2012)(それは EU 内での 

ロッテルダム条約を履行するものである)は、すべての輸出される化学品は、CLP 規則、 

植物保護製品規則((EC) No 1107/20)、殺生物性製品規則((EU) No 528/2012)又はその他の 

関連 EU 法令に従って分類、表示及び包装されることを要求している。詳細情報は PIC 規

則の履行のためのガイダンスのセクション 4.1 及び 6.10 で見つけることができる。 

 

危険輸送品に対する表示及び包装の要求事項は、UN モデル規則に基づいて個別の輸送法

令において規定されている。 

 

 

(原文) 

[209] For substances with REACH registration deadlines in 2018, is it necessary to notify a 

substance to the C&L Inventory before the registration deadline? 

 

Yes, it is. Notification is independent from the REACH registration deadlines. A substance, either on 

its own or contained in a mixture, must be notified to the C&L Inventory within one month of the 

first time the company is placing it on the market. Notification can be done using any of the 

notification tools available at: http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-

tools/reach-it/notification-to-the-cl-inventory 

CLP 

Notification-Classification & Labelling (C&L) Inventory  

Version 1.0  

Latest update 02/02/2016 

http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/notification-to-the-cl-inventory
http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/notification-to-the-cl-inventory
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(仮訳) 

[209] 2018 年に REACH 登録の期限を持つ物質に対しては、その登録期限の前に C&L イン

ベントリーに物質を届出する必要があるか？ 

 

そうである。それは必要である。届出は REACH 登録の期限とは独立している。それ自身

で又は混合物中に含有されてのいいずれかにおける物質は、その企業がそれを上市してい

る最初の１ヶ月以内に C&L インベントリーに届出されなくてはならない。届出は以下の

URL で利用可能な届出ツールの何れかを使用して行うことができる：

http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/notification-to-the-cl-

inventory 

 

 

(原文) 

[229] What is the meaning of "placing on the market" in the context of CLP? 

 

Placing a substance or mixture on the market under CLP means supplying or making the substance 

or mixture available to third parties, whether in return for payment or free of charge within the 

territory of the EU Member States and those EEA countries which have implemented the CLP 

Regulation. 

 

In addition, import is deemed to be placing on the market and is defined as the physical introduction 

of a substance or mixture into the customs territory of the EU and those EEA countries which have 

implemented the CLP Regulation. 

 

In relation to notification, placing on the market is a pre-condition. Substances which are referred to 

in CLP Article 39 have to be notified to the C&L Inventory if they are placed on the market. 

However, no notification is required if the information mentioned under CLP Article 40 has already 

been provided as part of a previous registration or notification by the same notifier. 

 

The notification deadline is dependent on the date on which the substance is placed on the market. 

When a substance is placed on the market it must be notified to the C&L Inventory within one 

month. 

 

In relation to import, the one-month timeline is counted from the day when the substance or mixture 

is physically introduced into the customs territory of the EU Member States and those EEA countries 

which have implemented the CLP Regulation. 

http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/notification-to-the-cl-inventory
http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/notification-to-the-cl-inventory
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(仮訳) 

[229] CLP 規則の文脈の中での「上市する」の意味は何か？ 

 

CLP 規則の下における物質又は混合物を「上市する」ことは、CLP 規則を履行している

EU 加盟国及び EEA 諸国の領域内で有償又は無償に関わらず、第三者に物質又は混合物を 

供給する又は利用可能とすることを意味する。 

 

更に、輸入は上市することと見なされ、CLP 規則を履行している EU 及び EEA 諸国の関税

領域に物質又は混合物を物理的に導入することと定義される。 

 

届出に関係して、上市することは前提条件となる。CLP 規則の第 39 条において言及され

ている物質は、それらが上市された場合、C&L インベントリーに届出されなくてはならな

い。しかしながら、CLP 規則の第 40 条の下に述べられた情報が、以前の登録又はその 

同一の届出者による届出の一部として既に提供されている場合、届出は要求されない。 

 

届出の期限はその物質が上市された日付に依存する。物質が上市された場合、それは一月

以内に C&L インベントリーに届出されなくてはならない。 

 

輸入に関係して、その一ヶ月のスケジュールはその物質又は混合物が CLP 規則を履行して 

いる EU 加盟国及び EEA 諸国の関税領域に物理的に導入された日から数えられる。 

 

 

(原文) 

[253] What is the process to request the use of an alternative chemical name for a substance 

contained in a mixture? 

 

A request to use an alternative name is made in line with the provisions under Article 24 of the CLP 

Regulation. This request is submitted to ECHA and any request approved by the Agency will be 

applicable in all EU Member States. 

 

It should be noted that requests made and approved by Member State competent authorities under 

Article 15 of the Dangerous Products Directive before 1 June 2015 remain valid under CLP as 
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indicated in Article 24(9) of CLP. 
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(仮訳) 

[253] 混合物中に含有される物質に対して代替の化学名称の使用を要請するための手続き

は？ 

 

代替の名称を使用する要請は CLP 規則の第 24 条の下の規定に従ってなされる。この要請

は ECHA に提出され、庁によって承認されたいかなる要請もすべての EU 加盟国において

適用を受ける。 

 

2015 年 6 月 1 日前になされて危険製品指令の第 15 条の下に加盟国の所管当局によって 

承認された要請は、CLP 規則の第 24 条(9)において示されているように CLP 規則の下に 

おいて相変わらず有効のままであることに注意すべきである。 

 

 

(原文) 

[176] Do "new" substances notified under Directive 67/548/EEC (NONS) have to be classified, 

packaged and labelled in accordance with the CLP criteria and notified to the Classification and 

Labelling Inventory? 

 

Yes, substances notified under Directive 67/548/EEC (NONS) need to be classified, labelled and 

packaged in accordance with the CLP Regulation. 

 

These substances are regarded as registered under the REACH Regulation. Therefore, their 

classification and labelling information must be included in the C&L Inventory. After a registration 

number has been claimed by the NONS notifier, the respective registration dossier must be updated 

with the CLP classifications without undue delay, and a separate notification to the Inventory is not 

required. 

 

For NONS notified below one tonne under Directive 67/548/EEC and for which no tonnage band 

update has been done, a separate notification to the Inventory will have to be submitted if the 

substance is classified as hazardous and is placed on the market. So, if the annual volume of the 

NONS substance remains below one tonne, the company must submit a C&L notification. When the 
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annual volume has reached or exceeds the one tonne threshold, an update in the form of a 

registration dossier is required. 

CLP 

Scope and exemptions under CLP 

Version 1.0  

Latest update 02/02/2016 

(仮訳) 

[176] 指令 67/548/EEC の下に届出された新規物質(NONS)は、CLP 規則に従って分類、 

包装及び表示されて分類及び表示のインベントリーに届出されなくてはならないか？ 

 

そうである。指令 67/548/EEC の下に届出された物質(NONS)は CLP 規則に従って分類、 

表示及び包装される必要がある。 

 

これらの物質は REACH 規則の下に登録されたと見なされている。それ故、それらの分類

及び表示情報は C&L インベントリーに収載されなくてはならない。 

登録番号がその NONS 届出者によって請求された後に、個々の登録一式文書は遅滞なく、

CLP 規則の分類で更新されなくてはならず、インベントリーへの別個の届出は 

要求されない。 

 

指令 67/548/EEC の下で 1 トン未満で届出され、トン数帯の更新がされていない NONS に

対しては、その物質が有害性として分類され上市されている場合、インベントリーへの 

別個の届出が提出されなくてはならない。それで、その NONS 物質の毎年の量が相変わら

ず 1 トン未満のままである場合でも、その企業は C&L 届出を提出しなくてはならない。 

毎年の量が１トンの閾値に達した又は超えた場合、登録の一式文書の書式における更新が

要求される。 
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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 

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

