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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附属書ⅩⅦを修正する委員会規則(無機アンモニウム塩規制)の公布 

2016 年 6月 27日 

 

 

 2016年 6月 24日に無機アンモニウム塩規制を追加するために REACH付属書ⅩⅦを 

修正する委員会規則((EU) 2016/1007)が欧州官報で公布された。
1)

 

以下に本文と付属書の全文仮和訳を掲載する。 

 

(背景説明) 

REACH 第 129 条(セーフガード条項)に基づいて、フランスはセルロース絶縁材料中のアン

モニウム塩を使用制限する暫定措置を欧州委員会、ECHA及びその他加盟国に通知した。 

難燃剤としてセルロース絶縁材に添加される無機アンモニウム塩からある状態において 

アンモニアガスが放出されるからである。 

これに対して、欧州委員会はこのフランスの暫定措置を承認して、それを承認する委員

会施行決定が 2013年 10月 14日に欧州官報で公布された。
2) 

2014年 6月 18日にフランスはその暫定措置の内容について、REACH の制限手続きに従い

付属書ⅩⅤの一式文書を ECHA に提出した。上記暫定措置の中で、通常の REACH 制限の

手続きの下に決定が下されるために適切な時間を与えるために、10月 15日から 21ヶ月の

間、フランスの暫定措置は有効とされた。 

しかし、その後、REACH第 69条(4)に従ってフランスから提出された REACH 制限の提案

の一式文書に対してなされた遵守チェックが予想外に難航したため、制限手続きが遅れ、

2016年春の期限までに結論がだされない可能性がでてきた。しかし、暫定措置を認可する

理由に依然として変更はない。そこで、REACH 制限の手続きの結論の前にフランスの暫定

措置の期限が切れることから発生する法律上の不確定な状況を回避するために、暫定措置

が認可される期間を延長することが必要であると判断された。 

2015年 7月 11日にこの暫定措置を認可する委員会施行決定を延長する委員会施行決定 

((EU)2015/1131)が欧州官報から公布された。
3) 

その後、ECHAの RACは、本制限は混合物中とアーティクル中の両方の無機アンモニウ

ム塩を含有するセルロース絶縁材料の上市を包含するように勧告して更に、供給者は上市

前にセルロース断熱材の混合物の最大負荷率を川下のサプライチェーンを下って、伝達す

る義務を課することを勧告して修正して承認した。SEACは順法対応のための準備に 2年間
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の猶予期間を決定して承認した。ECHA は RAC と SEACの意見を欧州委員会に提出し欧州

委員会はそれらの意見に基づいて ECHAからの提案を承認したのである。 

 REACH規則の129条の概要：  

セーフガード条項 緊急制限措置 

物質それ自体、混合物中の物質として、またはアーティクル中の物質が、たとえREACHの 

要件を満足していても、加盟国が人の健康または環境を保護するために緊急の措置が必須 

であると信ずる正当な理由を有する場合、その加盟国は適切な暫定措置を講じてもよい。 

欧州委員会は、その加盟国からの通知を受けて、その暫定措置をその決定で定められた 

ある期間の間、認可するか、またはその暫定措置を無効にする決定を60日以内に行う。 

そして、認可された場合、その加盟国は、REACHの制限手続きを開始するために庁に一式 

文書を提出する。 

 

上記フランスから提案された暫定措置は、REACH規則の 129条が適用された最初の事例で

ある。 

 

 

 

本文及び付属書の全文仮和訳 

第 1条 

規則(EC) No 1907/2006 の附属書ⅩⅦは本規則の附属書に従って修正される。 

 

第 2条 

本規則は欧州官報における公表の後の 20日後に施行されるものとする。 

 

本規則はその全体において拘束的であり、すべての加盟国において直接適用されるものと 

する。 

 

2016年6月23日 ブリュッセルにて 

欧州委員会議長 

Jean-Claude JUNCKER 
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附属書 

規則(EC) No 1907/2006 の附属書ⅩⅦにおいて、以下の登録番号が追加される： 

 

65. 無機アンモニウム塩 1. これらの混合物又はアーティクルからのアンモニアの

放出が、結果としてパラグラフ 4において規定された

試験条件の下に 3 ppm (体積)(2.12 mg/m3)未満の濃度に

なっていなければ、 

2018年 7月 14日以降、セルロース断熱材の混合物又は

セルロース断熱材のアーティクルの中での上市又は使

用はされないものとする。 

 

無機アンモニウム塩を含有するセルロース断熱材の混

合物の供給者は、その受領者又は消費者に、厚みと密

度で表現した、そのセルロース断熱材の混合物の最大

負荷率を通知するものとする。 

 

 無機アンモニウム塩を含有するセルロース断熱材の混

合物の川下ユーザーは、その供給者によって伝達され

た最大負荷率を超えないことを保証するものとする。 

 

2. 特例として、パラグラフ 1は、セルロース断熱材のア

ーティクルの生産のためだけに使用されることを意図 

 しているセルロース断熱材の混合物の上市、又は、セ

ルロース断熱材のアーティクルの生産におけるこれら

の混合物の使用には適用されない。 

 

3. ある加盟国が、2016年 7月 14日に、第 129条(2)(a)に

従って欧州委員会によって認可された国内の暫定措置

を講じている場合、パラグラフ 1及び 2の規定はその

日から適用されるものとする。 

 

4. パラグラフ 1の最初のサブパラグラフにおいて規定さ 

 れている放出限界への順守は、以下の様に採択されて

いる技術仕様の CEN/TS 16516に従って証明されるも

のとする： 
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 (a) 試験の期間は 28日の代わりに少なくとも 14日で 

  あるものとする； 

 (b) アンモニアガスの放出は、その試験を通じて少なく

とも１日に１回、測定されるものとする； 

 (c) その試験の間に行われた測定において、放出限界 

   には到達しないか又は超えないものとする； 

 (d) 相対湿度は、50%の代わりに 90%であるものと 

する； 

 (e) そのアンモニアガスの放出を測定する適切な方法 

   が使用されるものとする； 

 (f) 厚さ及び密度で表現された負荷率が、試験される 

  予定のセルロース断熱材の混合物又はアーティクル 

  のサンプリングの間に記録されるものとする。 
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上記翻訳は原文の内容を正確に反映するように努力いたしましたが、疑義がある場合、正

確な解釈については、上記の原本でご確認ください。  

 

 

本情報の内容は、ご利用者が本情報を使用して行う一切の行為について、著者並びに発行

元は、何ら責任を負うものではありませんことをお断りしておきます。また、いかなる場

合においても、著者並びに発行元はご利用者が本情報を使用して被った損害、損失につい

て、何ら責任を負いません。 
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