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REACH 制限におけるニッケル放出試験の整合規格の改訂 
2016 年 1 月 22 日 

 
2016 年 1 月 15 日に REACH 附属書ⅩⅦの登録番号 27 への順守を決定するためのニッケル

放出試験の整合規格を改訂する委員会通知(Commission Communication 2016/C 014/04)が欧州

官報で公布された。1) 

REACH 附属書ⅩⅦの登録番号 27(ニッケル)におけるそのパラグラフ 3 は、「欧州標準化委

員会(CEN: European Committee for Standardisation)で採用された規格が、パラグラフ 1 及び 2
への順守を証明するための試験方法として使用されるものとする。」と規定している。 
今回の改正については、欧州委員会の欧州規格の REACH に関する整合規格の website でも

掲載されており、現状、EN 1811:2011+A1:2015 だけが(new)と表示されている。2) 
この委員会通知により REACH 附属書ⅩⅦの登録番号 27(ニッケル)への順守を証明するた

めに使用される整合規格のうち、以下の CEN 規格が現行と入れ替わることになる： 

EN 1811:2011+A1:2015 

「人体のピアス穴をあけた部分へ挿入されるすべてのポストアセンブリー及び皮膚と直接かつ長

時間接触することを意図しているアーティクルからのニッケルの放出に対する基準測定方法」 

 

この改訂 CEN 規格は 2015 年 7 月 29 日に CEN website で公表されているが、その内容を確

認するには規格の購入が前提となるため参考資料を紹介する。 
2015 年 11 月 12~13 日に開催された第 19 回 CARACAL 会議で提示された資料：「ニッケルに

関する CEN 方法の改訂(Update on Cen methods on nickel)」がこの改正 CEN 規格の概要と経

緯を報告している。3) 又、TǗFRheinland 4) や SGS 5)等の認証試験受託機関が本改訂 CEN 

規格の概要を解説している。 

 
本標準の測定方法に関する結果の解釈と不確実性の取り扱いについてより良い更に明確な記

載にするために改訂が行われた。改訂規格は REACH 附属書ⅩⅦの登録番号 27 で規定されてい

る適用される限度閾値を修正していないが、その分析方法に関係する限界を明確化し、その結果

を解釈する際の不確実性を処理する統計的に一貫したやり方を提供している。 
標準 EN 1811 への修正 A1 2015 は 0.88µg/cm²/週までのニッケル放出値を持つ製品の上市を許す。

以前の閾値は 0.5µg/cm²/週であった。 

 
更に、上記の資料「ニッケルに関する CEN 方法の改訂」においては、EN 1811:2011+A1:2015 

の他に、もう一つの現在、改訂作業が進められている以下の規格の現状が報告されている。 
EN 16128:2011 

Reference test method for release of nickel from those parts of spectacle frames and sunglasses intended to 

come into close and prolonged contact with the skin 

「皮膚と密接にかつ長時間接触することを意図している眼鏡及びサングラスのフレームの部分か

らのニッケルの放出に対する基準測定方法」 
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この改訂規格は、2016 年 5 月 31 日に CEN から公表予定とされている。 
 
これに伴い、ECHA website の REACH 制限のリストにおいてニッケルに適用される試験方法の標

準も改訂されている。 
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1) Commission Communication in the framework of the implementation of Regulation (EC) No 1907/ 

2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, 

Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) 

(Publication of titles and references of harmonised standards under entry 27 of Annex XVII of REACH) 

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0115(04)&from=EN> 

2) Summary list of titles and references harmonised standards under Regulation 1907/2006 for REACH 

Regulation 

<http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/chemical-

substances-reach/index_en.htm> 

3) Update on CEN methods on nickel 

CIRCABC website から以下の手順でアクセスする。 

CIRCABC website documents finalised at CA meetings 

<https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp> 

・左上の'browse categories'をクリックする。 

・'European Commission'のリストを下にスクロールして、' Environment 'を選択する。 

・現れた次の画面で'CARACAL documents'を選択する。(リストの 1 番目) 

・左上の’Library’をクリックする。 

・‘01-CARACAL’を選択する。(リストの 5 番目) 

過去の CARACAL 会議資料の一覧表が得られる。その中で 

CARACAL-19(12-13 November 2015)を選択する。その中の 

02-CARACAL documents のホルダーをクリックして展開する。 

CARACAL documents Circabc のホルダーを展開する。その中の 

CA_101_2015_Update CEN Methods nickeldocx.docx をダウンロードする。 

本資料はダウンロードが煩雑なため、別紙としてこの報告書と共に website に掲載する。 

4) TǗFRheinland 

Amendment to Nickel Release Standard Published - EN 1811:2011 + A1:2015 

<http://www.tuv.com/media/japan/asia_pacific/regulations_and_standards_updates_1/M09152_-

_Amendment_to_Nickel_Release_Standard_Published_-_EN_18112011__A12015_EN.pdf> 
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5) SGS News  CEN Publishes Amendment to EN 1811 ‘Nickel Release’ 

<http://www.sgs.com/en/Our-Company/News-and-Media-Center/News-and-Press-

Releases/2015/09/SafeGuardS-15515-CEN-Publishes-Amendment-to-EN-1811-Nickel-Release.aspx> 
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