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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 制限における感熱紙中のビスフェノール A 規制草案の公表 
                                                             2016 年 5 月 13 日 
 

2016 年 4 月 21 日に、感熱紙におけるビスフェノール A の制限規制を追加して、REACH

付属書ⅩⅦを修正する委員会規則草案が欧州委員会から WTO/TBT 通報されて、現在、欧

州委員会の TBT の website にて公表されている。1) 

今後、60 日間のコンサルテーションの後、Comitology 手続き 2)を経て欧州議会、理事会

の承認の後、今年の後半ころに採択される予定である。 
以下に制定の背景説明と草案の全文仮和訳を掲載する： 
 
前文(制定の背景説明) 

2014 年 5 月 6 日にフランスは REACH の第 69 条～第 73 条において規定されている

制限手続きを開始するために、REACH 第 69 条(4)に従って附属書ⅩⅤの一式文書を

ECHA に提出した。その提案書は感熱紙のレシートを取り扱うことで、ビスフェノール

A(BPA)へばく露される作業者(主にレジ係り)及び消費者に対するリスクが呈されるとし、

感熱紙中での 0.02 重量%以上の濃度の BPA の上市の制限を提案した。 

感熱紙は BPA を含有することもある少なくとも 1 つの化学品層で塗布された土台紙から

構成されている。その塗布層は熱せられた場合に色調を変化させ、印刷された文字が現れる

ようにしている。 

フランスのその BPA の有害性評価は、幾つかの人健康のエンドポイント(女性生殖器

系、脳行動、乳腺、新陳代謝と肥満)における影響に基づいている。乳腺における影響

が、他のものに優先して、最も重要なエンドポイントとして見なされ、DNEL を計算す

るのに使用された。 
ECHA の評価を行う過程で、欧州食品安全局(EFSA)は BPA に関しての新しい科学的

見解を公表した。ECHA の RAC は、科学的評価における意見の一致を確実にするため 
及び最新の科学文献を根拠とするために、EFSA と BPA の評価を議論した。その評価で 
提示された RAC のハザード評価は、EFSA によって使用されたアプローチと一致した

ものであった。 
その DNEL を計算するのにフランスが選択した試験では、その容量－反応関係の定

量性が得られず、曖昧さがあると RAC は考えた。それ故、経口の DNEL を計算するた

めに、RAC は腎臓への影響を選択し、入手できたデータが腎臓への影響が BPA の最も
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重要な影響ではないことを示したので、全体的なハザード評価においてその他のエンド

ポイントを考慮するために、6の追加の評価ファクターを適用した。その制限の提案は、

感熱紙を取り扱うことによる経皮経路のばく露に関係しているために、経皮経路のばく

露に対する DNEL も作業者と一般集団に対して計算された。ばく露に関して、 
RAC はその評価を改善し、BPA のレジ係りへのばく露に関するバイオモニタリング情

報で補った。この手法を適用して、消費者に対するリスクは適切に管理されているが作

業者に対してリスクがあることを RAC は確認した。 
2015 年 6 月 5 日に RAC はその意見を採択し、提案された制限は、そのリスクを削減

する有効性の観点から、特定されたリスクに取り組むのに最も適切な欧州連合全体に渡

る措置であると考えた。 
入手できたデータからは BPA の健康影響に対する容量－反応関係の定量性が得られ

なかったとする RAC の結論に従って、ECHA の SEAC はそのフランスの一式文書にお

いて提示された便益評価を使用できず、そのため損益分岐点分析を実施した。 
それに基づいて見積もられる全体的費用は、提案された制限の潜在的健康利益よりも重

要であるとの結論を下した。しかしながら、SEAC はその制限の費用は欧州連合の影響

を受ける産業分野の全体の人件費又は経営上の総剰余金の極一部にしかならず、消費者

製品の価格上昇を通じて消費者に転嫁された場合でも非常に小さな価格上昇にしかな

らないと述べている。更に、その経済的影響が広範囲な欧州連合の全住民によって均一

に共有される一方で、潜在的にリスクを受けるレジ係りの属性別集団は、その有害性健

康影響によって不相応に影響を受けることを考えると、その制限によってより公平に影

響が配分される結果となることもあると、SEAC は述べている。 
2015 年 12 月 4 日に SEAC はその意見を採択し、その社会経済的負担に対するその社

会経済的便益の比較の観点から、その提案された制限は、バランスが取れている可能性

が低いが、好ましい可能性のある配分と手頃な判断を強調していると考えた。更に、

SEAC は欧州連合の広範囲な措置は正当化されていることを確認し、その提案された制

限は作業者への人健康リスクに取り組む適切な措置であるとして拒否できないとの結

論を下した。 
RAC と SEAC は又、その提案された制限は実行可能で、強制執行可能で、管理可能

でそして監視可能であるとの結論を下した。 
2016 年 1 月 29 日に、ECHA は RAC と SEAC の意見を欧州委員会に提出した。これ

らの意見に基づいて、欧州委員会は 0.02 重量%以上の濃度で BPA を含有する感熱紙か

ら作成されたレシートの先端部を取り扱う作業者の健康へ受け入れ難いリスクが存在

するとの結論を下した。手頃さと配分効果に関する SEAC の検討を考慮して、欧州委員

会は提案された制限は、産業界、サプライチェーン又は消費者への重大な負担を課する

ことなく特定されたリスクに取り組むものと考えた。従って、欧州委員会はフランスに

よって提案された制限は、BPA を含有する感熱紙から作られたレシートの先端部を取
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り扱う作業者の健康に対する特定されたリスクに取り組む適切な欧州連合の広範囲に

わたる措置であるとの結論を下した。その上市を規制することによって、その提案され

た制限はより広い領域の消費者保護も提供することになる。 
感熱紙中の BPA 濃度を測定する試験方法は現在、利用可能であるので、その制限は

強制執行可能である。SEAC によって確認されたように、その制限の適用は産業界がそ

れに順守できるために延期されるべきである。36 ヶ月の期間がその目的のために合理

的であり十分である。 
その意見において、RAC は、フランスによると最も可能性のある代替である、ビスフ

ェノール S(BPS)は BPA と類似した毒性学的プロファイルを持つかもしれなくて、類似

した有害性影響を起こすかもしれない。それ故、BPA の有害性影響が BPS の有害性影

響によって単純に取って代わられることを回避するために、BPS へ向けての最終的な代

替傾向に対して特別な注意が払われるべきである。そのため、ECHA は CoRAP の下で

の BPS に関するいかなる物質評価も監視するべきである。BPA に反して、BPS に関係

する健康リスクはまだ十分に確立されていないことを考えれば、REACH の下で BPS を

制限する提案が必要かどうかを欧州委員会が考慮できるように、ECHA は欧州委員会に

追加情報を伝達するべきである。 
REACH はそれ故に、それに応じて修正されるべきである。 
本規則において提供される措置は REACH 規則の第 133 条の下に制定された欧州委員

会の見解に従ったものである。 
 

 

 

 

(規制本文の仮訳) 

第１条 

規則(EC) No 1907/2006 の付属書ⅩⅦは、本規則の付属書に従って修正される。 

第２条 

本規則は欧州官報での公表後の 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 月  日 Brussels において作成 

欧州委員会議長  Jean-Claude JUNCKER 
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付属書 

 

規則(EC)No 1907/2006 の付属書ⅩⅦに、以下の新しい登録が追加される： 

“66. ビスフェノールA 

CAS No 80-05-7 

EC No 201-245-8 

 

感熱紙の中で 0.02 重量%以上の濃度で含有されて、[施行日+36

ヶ月]後に上市されないものとする。 
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