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第 7 回認可の優先勧告物質候補の公表 
2015 年 11 月 19 日 

 

2015年11月18日に第7回認可のための優先勧告物質候補として以下の11物質を附属書ⅩⅣに収

載する草案がECHAから公表され、2016年2月18日までのコンサルテーションが開始された。1)   

各物質の用途、日没日、最終認可申請日等は、下記別表にまとめてある。又、ECHA websiteにお

ける認可勧告物質候補の一覧表 には草案背景文書が掲載されており、個々の優先評価の考察結果

が記載されている。2) 

 

#   化合物名称 

1. 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear 

2. Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [1], 

cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [2],  

trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [3]  

[The individual cis- [2] and trans- [3] isomer substances and all possible combinations 

 of the cis- and trans-isomers [1] are covered by this entry] 

3. Dihexyl phthalate 

4. Hexahydromethylphthalic anhydride [1],  

Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2],  

Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3],  

Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]  

[The individual isomers [2], [3] and [4] (including their cis- and trans- stereo isomeric forms) and all 

possible combinations of the isomers [1] are covered by this entry] 

5. Lead monoxide (lead oxide) 

6. Orange lead (lead tetroxide) 

7. Pentalead tetraoxide sulphate 

8. Sodium perborate; perboric acid, sodium salt 

9. Sodium peroxometaborate 

10. Tetralead trioxide sulphate 

11. Trixylyl phosphate 

 

第 7 回の認可勧告物質への収載に提案された物質の中には、2014 年にコンサルテーションが行

われた第 6 回認可勧告物質の候補であった、4 つの鉛化合物：Orange lead (lead tetroxide)、Lead 

monoxide (lead oxide)、Pentalead tetraoxide sulphate 及び Tetralead trioxide sulphate が含まれている。 

これらは、第 6 回優先勧告物質候補としてのコンサルテーションを受けたが、 

加盟国の意見が分かれて、最終的に第 6 回勧告物質として欧州委員会に提案されなかったもので

ある。今回、あらためて再評価が行われるが、昨年のコンサルテーションの際に提出された 
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コメント/意見は改めて提出する必要はないとのことである。 

第 6 回の優先勧告物質候補のコンサルテーション時にこの 4 物質に対して提出されたすべての情

報は第 7 回優先勧告物質候補の評価の時に考慮される。 

勧告物質が附属書ⅩⅣに最終的に収載された場合は、特定の使用に対してだけ認可が付与された 

場合のみ上市又は使用が許されることになる。 

 

これら勧告物質候補の川下ユーザーは、その登録者がその登録一式文書を更新するのに十分な

情報を得られることを保証するためにサプライチェーンの川上の使用及び使用条件に関する関連

情報を情報伝達することが奨励される。 

 

 

参考文献 

1) プレスリリース 

ECHA consults on 11 substances to be proposed for authorisation 

<http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/echa-consults-on-11-substances-to-be-propose

d-for-authorisation> 

2) Draft recommendation for inclusion in the Authorisation List and public consultation 

<http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-

the-authorisation-list> 
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名 称 EC 
番号 

CAS 
番号 

最終認可

提出日 
日没日 用 途 

1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear 271-093-5 68515-50-4 * ** PVC の可塑剤 
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [1],  

cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [2],  

trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [3]  

[The individual cis- [2] and trans- [3] isomer substances and all 

possible combinations of the cis- and trans-isomers [1] are covered 

by this entry] 

201-604-9 

236-086-3 

238-009-9 

85-42-7 

13149-00-3 

14166-21-3 

* ** エポキシ樹脂の

硬化剤 

Dihexyl phthalate 201-559-5 84-75-3 * ** PVC の可塑剤 
Hexahydromethylphthalic anhydride [1], 

Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2],  

Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3],  

Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]  

[The individual isomers [2], [3] and [4] (including their cis- and 

trans- stereo isomeric forms) and all possible combinations of the 

isomers [1] are covered by this entry] 

247-094-1 

243-072-0 

256-356-4 

260-566-1 

25550-51-0 

19438-60-9 

48122-14-1 

57110-29-9 

* ** エポキシ樹脂の

硬化剤 

Lead monoxide (lead oxide) 215-267-0 1317-36-8 *** ** バッテリー、ゴム

生産、吸着剤 
Orange lead (lead tetroxide) 215-235-6 1314-41-6 *** ** バッテリー、ゴム

生産、吸着剤 
Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 *** ** バッテリー、ゴム

生産、吸着剤 
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Sodium perborate; perboric acid, sodium salt 239-172-9 

234-390-0 

－ **** ** 洗浄剤及び漂白

製品 
Sodium peroxometaborate 231-556-4 7632-04-4 **** ** 洗浄剤及び漂白

製品 
Tetralead trioxide sulphate 235-380-9 12202-17-4 *** ** バッテリー、ゴム

生産、吸着剤 
Trixylyl phosphate 246-677-8 25155-23-1 **** ** 潤滑油、作動液、 

及びプラスチッ

ク製造 
 
 
*：附属書ⅩⅣ収載日＋18 ヶ月 
**：最終認可提出日後 18 ヶ月 
***：附属書ⅩⅣ収載日＋24 ヶ月 
****：附属書ⅩⅣ収載日＋21 ヶ月 
 
 
 

以上 


	第7次優先勧告物質の公表(20151119)
	第7次優先勧告物質の公表

