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消費者用アーティクル中の CMR に対する REACH 制限提案の現状 
2015 年 10 月 28 日 

 
2015 年 10 月 22 日に欧州委員会はそのコンサルテーションの website において、REACH 第

68 条(2)の下に消費者用のための織物性商品及び衣類の中の有害性物質(CMR 1A 及び 1B) 
の予定される制限に関するコンサルテーションを公表・開始した。1) 

コンサルテーションの期限は、2016 年 1 月 26 日までである。 
コンサルテーションの目的 
REACH の第 68 条(2)は、消費者によって使用され得る物質それ自体での、混合物中での又

はアーティクルにおける、発がん性、変異原性又は生殖毒性のカテゴリー1A 及び 1B として 
分類される物質を制限するために、欧州委員会が使用することもある簡略手続き(fast-track 
procedure とも呼ばれる)を提供している。この手続きは第 69 条～第 73 条の標準的な制限手

続きとは異なっている。第 68 条(2)は、以下の手続きを想定していない： 
 ・制限プロセスを始めるための附属書ⅩⅤの一式文書の作成 
 ・それについての公開のコンサルテーション 
 ・RAC 及び SEAC の意見 
 ・施行に関する情報交換のためのフォーラムのコンサルテーション 
 

欧州委員会はその中の CMR 物質(カテゴリー 1A 及び 1B)を制限することを意図して、 
消費者用アーティクルの特別なカテゴリーを標的にするために第 68 条(2)を使用する意図で

ある。織物性商品及び衣類は最初のテストケースとして選ばれた。これらのアーティクルに

存在する可能性がある CMR 物質へ、消費者が長期に又は複数の短期間でばく露される可能

性が非常に高いからである。この予定され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 の附属書ⅩⅦへの特別な付録として追加され、適宜、定期

的に更新され得る。欧州委員会は、ECHA 及び加盟国所管当局と協力して、織物性商品及び

衣類に存在する可能性があるカテゴリー1A 及び 1B の CMR 物質の予備リストを特定した。 
欧州委員会は現在のコンサルテーションが関連する化学品及びアーティクルを対象として、 
この領域における予定される制限の均衡性及び執行可能性を考慮することが必要であると 
考えている。本コンサルテーションの主要な目的は、以下に関する情報収集である： 
 ・関連する消費者用アーティクルにおける特定された CMR 物質の存在又は存在の可能性

及び可能な限り、それらの濃度、機能及び代替物の利用可能性に関する情報 
 ・予定している制限の潜在的な社会-経済的影響及び執行可能性 
この制限はカーテン、カーペット、タオル及びベッドシーツと共に、衣服、水着、アクセサリ

ー及び合成材料から作られた履物の様な製品を包含する可能性がある。 
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REACH 第 68 条(2)の適用に関するこれまでの経緯 
 REACH第68条(2)の中の物質自体及び混合物中の物質に対する制限の規定内容は、元々旧

理事会指令76/769/EECに由来する。この指令がREACHに統合化される際に、アーティクル

中の物質に対する制限が追加された。 
このREACH第68条(2)で規定されている消費者使用のためのCMR物質の単純化された制限手続き

が、アーティクル中のCMR物質に適用された最初の事例は、2013年12月7日に欧州官報で公布さ

れた委員会規則(EU)No 1272/2013 である。2)  

この規則によってPAH(Polycyclic aromatic hydrocarbons)が規定以上の濃度で含有されるゴムまた

はプラスチックの部品のいずれかが、人の皮膚または口腔に直接かつ長時間接触し、または短時

間の接触が繰り返されるアーティクルの公衆向けの供給のために上市が禁止された。 

旧指令 76/769/EEC に由来する物質自体及び混合物中の物質に対する制限の施行について

は、従来の経験に基づいてその法の執行は円滑に行われてきたが、上記の初めてのアーティ

クル中の CMR 物質の制限は、利害関係者との事前の意見調整が不十分な状態で、規制対象の 

アーティクルの範囲を拡大したために法の執行が困難な規制となっている。 
その後、この問題を反省した欧州委員会によって見直しされ、2013 年 2 月に欧州委員会から公

表された REACH レヴュー 3) の中では、委員会は第 68 条(2)の単純化された手続きを、消費者用

アーティクルにおける CMR に対して、混合物中における CMR と同様な仕方で適用されるべき

でないとして、第 68 条 (2)の下での消費者用アーティクルにおける CMR に対する今後の

REACH 制限に関する運用の検討のためのプロジェクトを立ち上げると報告された。 

更に、欧州委員会企業産業総局は、本問題に関する情報収集のために産業界にアンケートを実施

し、その結果を踏まえて改善策を検討し、2014 年 11 月の CARACAL 会議において、消費者用 

アーティクル中の CMR に対する第 68 条(2)の適用についてのクライテリアと手続きの考え方を

提案し承認された。4) 

この中で CMR 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 

全般的な禁止は、すべての場合に及び事前検討無でいつも決まって適用されることはできないと

述べている。又、テストケースの織物性商品及び衣類の後の制限の簡略手続きのために考慮され

る製品カテゴリーとして以下の例が挙げられている： 

・育児用アーティクル 

・スポーツ及びレジャー用アーティクル 

・家庭で使用される建築的要素から構成されるアーティクル及び装飾的家具[床、繊維製品、 

家具]又はその他の限定空間[自動車、公共輸送] 

今回のコンサルテーションは、欧州委員会のこれまでの検討を踏まえた後の最初の提案になる。 
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