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欧州化学物質法規制最新動向 

http://www.johokiko.co.jp/seminar_chemical/New_REACH/ 

 
 
 
REACH 制限(鉛及びその化合物規制)の解釈のガイドラインと関連 Q&A の公表 
                                                             2016 年 5 月 27 日 
 

2016 年 5 月 25 日に、ECHA は REACH 制限における登録 63(鉛及びその化合物の規制)

の規制対象の事例に関する追加 Q&A ([1190])を公表した。1) この Q&A の中では、登録

63 の規制対象の解釈を説明するガイドライン 2) が引用されている。 

本ガイドラインは 2015 年 4 月 23 日に欧州官報で公布された附属書ⅩⅦを修正する 

委員会規則(EU)2015/628 3) において、その登録 63 の定義の明確化を求める欧州委員会の

要請に応じて ECHA が作成したものである。それは REACH 規則の附属書ⅩⅦの登録

63(鉛及びその化合物の規制)のパラグラフ 7～10 における制限の範囲の解釈に関するもの

であり、その制限の範囲を定義するある用語を明確にすることとその制限の範囲に入る(又

は範囲外の)アーティクルタイプのリストを提供することである。 

本解釈のガイドライン草案は、2016 年 3 月 8～9 日に開催された第 20 回 CARACAL 会議

において欧州委員会から提案されたもので、それが最終化されて、今回、公表されたので

ある。 

本ガイドラインにおいては、「アーティクルの接触可能な(accessible)パーツ」、「通常の/

合理的に予見できる使用条件」の定義が議論され、 

「アーティクルの接触可能な(accessible)部分」の定義に関しては、この制限は、以下の条

件をすべて満足するアーティクル及び接触可能なそのパーツを対象としているとして、： 

(a) 一般大衆に供給され、金属として、0.05 重量%以上の濃度で、鉛又は鉛化合物を含む。 

(b) 通常の又は合理的に予見できる使用条件の下に小さな子供によって口の中に入れられ 

ることもある。 

(c) 免除に包含されていない。 

 

あるアーティクル又はそのアーティクル接触可能なパーツがその制限に包含されてい

るかどうかを判定する上での重要な問題の一つは、「子供によって口に入れられること

もあるかどうか」であると述べている。そして、その制限は、アーティクル又はそのア

ーティクルの接触可能なパーツは、それが一次元で 5 cm より小さい又はそのサイズの

取り外し可能な又は突き出た部分を有する場合は、子供の口の中に入れられることもあ

ると規定しているので、その定義によって、アーティクルの接触不可能なパーツは、口

の中に入れることはできない。あるアーティクルのパーツが接触可能かどうかは、玩具
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の安全性に関する欧州標準 EN 71-1 4) で規定された定義を方法に従って評価できて、 
この標準の一般原則はこの制限とその範囲の定義に対して適用することが適切である

と述べている。 
 

更に、通常の/合理的に予見できる使用条件」の定義については、EHCA のアーティクル

中の物質に関するガイダンスの中の P18 セクション 3.1 「アーティクルからの意図された

物質の放出」5) に記載されている定義が引用されている。この中で、なめるだけ(噛まない)

は一次元で 5 cm より大きいアーティクル又はそのアーティクルの接触可能なパーツか

らは予測できるので、この制限の範囲外であるとしている。 
又、最後に、以下の説明が述べられている： 

評価はアーティクルの性質や機能を考慮して、ケース・バイ・ケースで行わなくてはな

らないけれども、あるアーティクルの特性によっては、意図的に子供が近づけないよう

にする努力がされる可能性があるために、合理的に予見できる使用条件が小さい子供に利

用可能とならないアーティクルとなる結論が導かれることもある。 

一般的に子供に近づけないようにする合理的に予見できる使用条件を決定するアーティ

クルの特性には、以下のことが含まれる： 

a) そのアーティクルが明白に危険(例えば、可燃性等)であるかどうか 

b) そのアーティクルが高い場所又は子供が近づけない位置に設置されているかどうか 

 

その他、本ガイドラインには、アーティクルがこの制限の範囲への該当性を評価する 

判定フロー図、この制限の範囲内又は範囲外にあるアーティクルの具体例のリストが掲載

されている。 

 

 
 
参考資料として上記追加 Q&A([1190])の原文とその全文仮訳を以下に掲載する： 
REACH  Restrictions  Q&A  

(原文) 

[1190] Can you give examples of lead-containing articles intended for the general public that are 

covered by or excluded from Entry 63 (paragraphs 7 to 10) of Annex XVII to REACH? 

 

This document echa.europa.eu/documents/10162/13563/lead_guideline_information_en.pdf aims at 

providing a guideline concerning the interpretation of the scope of the restriction provisions in 

paragraphs 7 to 10 of entry 63 of Annex XVII to REACH Regulation (EU) No 1907/2006 on lead 

and its compounds in articles supplied to the general public. It has been drawn up to (i) clarify 

certain terms that define the scope of the restriction (e.g. "accessible part of articles", 
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"normal/reasonably foreseeable conditions of use") (ii) provide non-exhaustive lists of article types 

(and examples of sub-types) which fall within (or out of ) the scope of the restriction. 

REACH  

Restrictions 

Version 1.0  

Latest update 25/05/2016 

(仮訳) 

[1190] REACH 規則の附属書ⅩⅦの登録 63 によって包含される又はそれから除外される、

一般大衆のために意図された鉛を含有するアーティクルの具体例は 

提供できるのか？ 

 

本文書：http://echa.europa.eu/documents/10162/13563/lead_guideline_information_en.pdf は、 

一般大衆に供給されるアーティクル中の鉛及びその化合物に関する REACH 規則(EU) No 

1907/2006 の附属書ⅩⅦの登録 63 のパラグラフ 7～10 における制限規定の範囲の解釈に 

関するガイドラインを提供することを目的としている。 

それは以下のために作成された： 

(i) その制限の範囲を定義するある用語(例えば、「アーティクルの接触可能な(accessible) 

パーツ」、「通常の/合理的に予見できる使用条件」)を明確にする。 

(ii) その制限の範囲に入る(又は範囲外にある)アーティクルタイプの完全には網羅されてい

ないリスト(及びサブタイプの例)を提供する。 
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