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DUCC の混合物の安全使用のための情報作成と伝達の説明文書の公表 
2016 年 1 月 20 日 

 
2015 年 12 月 24 日に DUCC (Downstream Users of Chemicals Co-ordination group)は説明文書：

「混合物の安全使用のための情報の作成と伝達に対する業界固有のアプローチ」をその website

に公表した。1) 

本文書の序文及び ENES(the Exchange Network on Exposure Scenarios：ばく露シナリオに関す

る交換ネットワーク)会議におけるプレゼン資料 2) から内容の概要を以下に紹介する。 

 

背景説明 

本説明文書は専門家の利用者及び専業的使用者を含めた、エンドユーザーのための完成製品と

しての混合物を調整するために化学品を使用する企業を代表する DUCC 協会会員によって作成

されたものである。本説明文書は、CSR/ES ロードマップの以下の 2 つの活動の中で情報伝達の

書式を作成した DUCC の混合物タスクフォース(参加 DUCC 会員：A.I.S.E(International 

Association for soaps, Detergents and Maintenance Products)、CEPE(Paints, printing, ink and artists' 

colours in Europe)、EFCC(The European Federation for Construction Chemicals)、FEA(European 

Aerosol Federation)、FECC(European Association of Chemmical Distributors) 及び FEICA(Association 

of European Adhesive and Sealant Industry))によって発行された： 

・活動 4.4：混合物(その中の物質)の安全使用に関する情報伝達をばく露シナリオにおける物質 

 に関連する安全上助言につなげる手法を更に開発する。 

・活動 5.1：異なるエンドユーザー集団の情報のニーズを解析し SDS における混合物の安全使用 

に関する情報の提示を改善する(ばく露シナリオの中で又は SDS の本文の中でのどちらかで) 

 

DUCC 会員は混合物の安全使用に関する情報を導き出すための「ボトムアップ(bottom-up)アプ

ローチ」を開発した。そのアプローチの主要な要素の一つは SUMI (Safe Use of Mixture 

Information)である。SUMI は「ボトムアップ(bottom-up)アプローチ」に基づいており。SUMI は

簡素化され個々の事情に合わせた混合物の安全使用に関する情報を含むことを意図しており、そ

れは SDS に添付されるか又はその中に挿入される。それで調整者/輸入者は供給者から受理した

又は自身で作成したばく露シナリオ情報に照らしてその混合物のための使用条件に関する既存の

情報をチェックすることができる。 

そのアプローチのその他の共通要素は SWED (Sector-specific Worker Exposure Description) 3)－ 

業界固有の作業者ばく露記述子である。SUMI は CSR/ES ロードマップの活動 2.3.A に重点的に

取り組んでいる SWED に由来する情報に基づいている。SWED の書式は CSR/ES ロードマップ

の次の活動：活動 2.3.A: 「作業者のためのばく露評価の入力」の下に検討されている。 

用語：「ボトムアップ(bottom-up)」は、供給者の業界であるCefic 及びVCI(the German 

Chemical Industry Federation)によって着手された「トップダウン(top-down)アプローチ」(LCID 
(Lead Component Identification Methodology) methodology 4) とも呼ぶ)と区別するために 

当初このDUCCプロジェクトで採用されたものである。「ボトムアップ」の概念は出発点として
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混合物の使用に関する情報である一方、「トップダウンアプローチ」の出発点はその混合物を構

成する物質、もっと厳密に言うと、ばく露により寄与するように思える物質に関する情報であ

る。この種のアプローチは、このプロジェクトグループからはエンドユーザーのための混合物に

対しては実用的ではないと考えられている。DUCCプロジェクトの進展の間に、REACHの既存の

境界領域内での川上側(SWED)及び川下側(SUMI)の両方にとって、混合物の安全使用に関する情

報伝達のために使用される情報伝達書式の開発に重点的に取り組むこととなった。 

本文書は書式を提供すると共に、SUMIに重点的に取り組む「ボトムアップ」アプローチの概

念及びその目的の背景を説明している。SUMIの作成を意図する企業はその概念に関して理解を

助ける解説が得られる。本文書はこの使用者がREACHの下でのサプライチェーンの情報伝達、

業界の使用マッピング(use mapping)テーブル、ばく露評価及びばく露シナリオについていくら

か予備知識があることを想定している。 

 

REACH 順法における SUMI の使われ方 

登録者が物質の SDS への附属書としてのばく露シナリオの形で安全使用の情報を共有するの

は義務である一方、REACH は混合物の調整者又は輸入者が更に川下へ混合物のための安全使用

の情報をどのように伝達するかについて具体的には規定していない。 

REACH ガイダンス(川下ユーザーのためのガイダンス、SDS 編纂ガイダンス)によると以下の 

様に述べられている： 

 混合物の分類に寄与する物質に対する安全使用に関する関連情報を転送する。上述したように 

 分類された混合物に対して、職業的及び産業上の使用者に SDS を提供するのは義務である。

物質の受け取ることになる ES に含有される関連情報は混合物の SDS に反映されなくてはなら

ない。即ち、混合物の安全使用のための情報に変換されなくてはならない。 

この要求を満足するために、実際には以下の 3 つの選択が提案されている： 

選択 1 SDS の本文にその情報を統合させる 

選択 2 SDS へその混合物のための安全使用の情報を付加する 

選択 3 その混合物中の物質のための関連するばく露シナリオを附属書として添付する 

調整者は最善である選択を、ケース・バイ・ケースで選択する。そのプロセスは可能な限り効

率的で、そのリスクにつり合ったものであり、その受領者に関連していて理解できるものである

べきであるとされている。 

調整者又は輸入者のこのプロセスへの取り組を支援するやり方について、異なる手法が開発中

である。そのメンバーが多くの同じタイプの製品を共有している産業分野グループに対しては、

ボトムアップアプローチは、同じ使用情報を伝達する調和化されて標準化された仕方を確保する

ために使用できる。SUMI はその製品の標準化された適用のための混合物の安全使用の条件を記

載している簡素で読みやすい文書である。SUMI は製品(混合物)の SDS への附属書として又はそ

の混合物の SDS の本体へ統合できる情報として、混合物の調整者/輸入者によって川下に伝達す

ることができる。 

 

SWED/SUMI のアプローチを簡単に述べると以下の 3 つのステップがある。 
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・作業者(産業上の及び専門家のエンドユーザー)のための混合物の安全使用の条件を定義する 

・SWED が CSA を作成するための入力情報として登録者によって使用できる(2018 年の新規 

登録又は登録一式文書の改訂の両方において)。 

・SUMI は川下への情報伝達のための情報伝達書式であり、調整者はそれを、適宜、混合物の 

 SDS に添付する。 

DUCC メンバーは、各自の SUMI を完成し、2016 年前半にはそれらを公表する予定である。 
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