
 1 

欧州化学物質法規制最新動向 

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

 
 
 

REACH 規則の追加 Q&A(制限) (2016 年 4 月) 
                                                             2016 年 4 月 28 日 
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(原文) 

[1178] What is the definition of paints in the context of entries 16 and 17 of Annex XVII? In 

particular, are children's paint sets, and also other stationery-type paints such as artist paints and do-

it-yourself (DIY) decorations for t-shirts also covered? 

 

The REACH Regulation does not provide a specific definition for paints. 

 According to a general meaning, paint is a mixture, usually of a liquid with a solid pigment. 

Furthermore, Commission Decision 2009/544/EC (establishing the ecological criteria for the EU 

Ecolabel to indoor paints and varnishes) provides  the following definition: 'Paint' means a 

pigmented coating material, in liquid or in paste or powder form, which when applied to a substrate, 

forms an opaque film having protective, decorative or specific technical properties. 

 The abovementioned definitions provide an indication of what could be generally considered as a 

paint in the context of entries 16-17 of Annex XVII (to REACH) provisions. 

 

It should be noted that the restrictions in entries 16-17 of Annex XVII only allow Member States to 

permit the use of paints containing the restricted substances for the restoration and maintenance of 

works of art and historic buildings and their interiors. Thus children’s paint sets and other stationery-

type paints such as artist paints and do-it-yourself (DIY) decorations for t-shirts must not contain the 

restricted substances. 

 

Concerning children's paint sets, these may also be covered by the Toys Directive (Directive 

2009/48/EC on the safety of Toys), which lays down limits for the presence of lead in toys. 

REACH    

Restrictions 

Version 1.0  

Latest update 20/04/2016 

(仮訳) 

[1178] 附属書ⅩⅦの登録 16 及び 17 の文脈における絵具(paints)の定義は何か？ 特に、 

子供用の絵具セット及び画家用絵具及び T シャツのための日曜大工の装飾絵具のような 

その他の文房具用絵具も包含されるのか？ 

 

REACH 規則は絵具(paints)のための特定の定義を与えていない。 

広い意味では、絵具は、通常、固形顔料を持つ液体の混合物である。更に、委員会決定

2009/544/EC(室内絵具及びワニスに対する EU エコラベルのための環境クライテリアを 

規定している)は、以下の定義を与えている：「絵具」とは、液体の又はペースト状又は粉

末状の、着色塗料であり、基板に適用された場合に、保護用の、装飾的な又は特別な技術
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的特性を有する、透明なフィルムを形成するものを意味する。 

上述の定義は、REACH の附属書ⅩⅦの登録 16-17 の文脈において、一般的に絵具として 

見なされ得るものの判定の指標となる。 

 

注目すべきは、附属書ⅩⅦの登録 16-17 における制限は、芸術作品及び歴史的建造物及び

それらの室内装飾の修復及び保守管理に対してのみ、制限物質を含有する絵具を使用する

ことを加盟国に許していることである。従って、子供用の絵具セット及び画家用絵具及び

T シャツのための日曜大工の装飾絵具のようなその他の文房具用絵具は、制限物質を含有

してはいけない。 

 

子供用の絵具セットに関しては、これらのものは玩具指令(玩具の安全性に関する指令

2009/48/EC)によっても包含されることもある。それは玩具における鉛の存在に対して限界

値を規定している。 

 

 

(原文) 

[1179] Is there any definition for measuring devices in the context of entry 18(a) of Annex XVII? 

 

The REACH Regulation does not provide a definition of measuring devices (often referred to as 

measuring instruments). However, in the context of entry 18(a), it has to be noted that: 

 

 1. The restriction provision in paragraph 1 of entry 18(a) covers those measuring devices that are 

intended for sale to the general public and provides an indicative list of these (thermometers, 

manometers, barometers, sphygmomanometers etc.)  

 

 2. Furthermore paragraphs 5 and 7 provide exhaustive lists of mercury-containing measuring 

devices intended for industrial and professional uses which have not been allowed to be placed 

on the market after 10 April 2014 (barometers; hygrometers; manometers; 

sphygmomanometers; strain gauges to be used with plethysmographs; tensiometers; 

thermometers and other non-electrical thermometric application; mercury pycnometers; 

mercury metering devices for determination of the softening point; mercury triple point cells 

other than those used for the calibration of platinum resistance thermometers). 

 

For the purposes of Directive 2004/22/EC on measuring instruments, ‘measuring instrument’ means 

any device or system with a measurement function that is covered by Articles 1 and 3. According to 

the European Standardisation organisation-CEN, “measuring instruments allow for testing the 
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accuracy and calibration of measuring devices (e.g. water meters, gas meters, electricity meters, 

etc.)”. (http://www.cencenelec.eu/standards/sectors/mid/pages/default.aspx) 

 

The abovementioned definitions provide an indication of what could generally be considered as a 

measuring device in the context of entry 18(a) of Annex XVII to REACH provisions. 

REACH 

Restrictions 

Version 1.0 

Latest update 20/04/2016 

(仮訳) 

[1179] 附属書ⅩⅦの登録 18(a)の文脈における測定装置に対する定義は存在するのか？ 

 

REACH 規則は測定装置(大抵、測定器として言及される)の定義を与えていない。 

しかしながら、登録 18(a)の文脈において、以下のことは注目すべきである： 

 

  1. 登録 18(a)のパラグフラフ 1 における制限規定は、一般大衆への販売に意図されて

いる測定装置を包含しており、これらのもの(温度計、マノメーター、気圧計、血圧 

計等)を示唆するリストを提供している。 

 

  2. 更に、パラグラフ 5 及び 7 は、工業用及び業務用を意図した水銀を含有する測定装

置の網羅的リストを提供している。それらは 2014 年 4 月 10 日以降、上市が許され 

ていない(気圧計；湿度計；マノメーター；血圧計； プレチスモグラフと共に使用

されるひずみゲージ；張力計；体温計及びその他の非電気的温度測定の適用； 

   水銀比重瓶；軟化点測定のための水銀計量装置；白金抵抗温度計の校正のために 

使用されるもの以外の水銀三重点セル 

 

測定器に関する指令 2004/22/EC の適用においては、測定器は、第 1 条及び第 3 条によって

包含される測定機能を有するなんらかの装置又はシステムを意味する。 

欧州標準化委員会-CEN に従って、測定器は 測定装置(例えば、水道メーター、ガス計量

器、電力メーター等)の精度及び校正を考慮する 

(http://www.cencenelec.eu/standards/sectors/mid/pages/default.aspx)。 

 

上述の定義は、REACH 規定の附属書ⅩⅦの登録 18(a)の文脈において、一般的に測定装置

として見なされ得るものの判定の指標となる。 

 

 

http://www.cencenelec.eu/standards/sectors/mid/pages/default.aspx
http://www.cencenelec.eu/standards/sectors/mid/pages/default.aspx
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(原文) 

[1180] What parts of plastic coated copper beads (CCB) used in jewellery should comply with the 

cadmium restriction entry 23? 

 

Entry 23 (paragraph 10 (i)) of Annex XVII to the REACH Regulation states that cadmium and its 

compounds must not be used or placed on the market if the concentration of cadmium is equal to or 

greater than 0,01 % by weight of the metal in metal beads and other metal components for jewellery 

making (see Q&A, 158). In addition, it should be noted that articles produced from plastic material 

referred to in paragraph 1 of the entry must not be placed on the market if the concentration of 

cadmium is equal to or greater than 0.01 % by weight of the plastic material. 

 

Thus, in the case of plastic coated metal beads (CCB beads), both the plastic material and the 

metallic part of the bead need to comply with entry 23 (cadmium restriction). 

 

Please also note that if the article is painted, then paragraph 2 will also apply to this article. 

REACH   

Restrictions 

Version 1.0  

Latest update 26/04/2016 

(仮訳) 

[1180] 宝飾品に使用されている樹脂被覆銅ビーズ(CCB)のパーツはカドミウム制限の登録

23 に順守するべきか？ 

 

REACH 規則の附属書ⅩⅦの登録 23(パラグラフ 10(i))は、カドミウム及びその化合物は、

そのカドミウムの濃度が金属ビーズにおける金属及び宝飾品製造のためのその他の金属構

成要素の 0.01 重量%以上の場合、使用又は上市されてはいけないと述べている(Q&A 158

参照)。更に、注目すべきは、その登録のパラグラフ 1 で言及されているプラスチック材料

から製造されたアーティクルは、カドミウムの濃度がそのプラスチック材料の 0.01 重量%

以上の場合、上市されてはいけないことである。 

 

従って、樹脂被覆銅ビーズ(CCB)の場合、そのプラスチック材料とそのビーズの金属パー

ツの両方が登録 23(カドミウムの制限)に順守する必要がある。 

 

そのアーティクルが塗装されている場合は、パラグラフ 2 もこのアーティクルに適用され

ることにも注意してください。 

 

http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/158
http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/158
http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/158
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(原文) 

[1181] Are there any definitions for aerosols, aerosol dispensers, in the context of Entry 40? 

 

The REACH Regulation does not define aerosols or aerosol dispensers. 

 According to the ordinary meaning of the word, an aerosol is considered to be “a substance 

enclosed under pressure and released as a fine spray by means of a propellant gas”. (Oxford 

advanced dictionary definition). The term may in certain contexts be used for a mixture enclosed 

under pressure and released as a fine spray by means of a propellant gas, or the dispenser or package 

used to change the ingredient inside the container into a spray by the use of a propellant gas. The 

European Aerosol Federation uses the term "aerosol" for both the suspension and the 

dispenser/package. 

 

Furthermore, it should be noted that according to Article 2.3.1 of the CLP Regulation (for 

"Classification, Labelling and Packaging"), the term “aerosol dispenser” means: any non-reusable 

container made of metal, glass or plastic and containing a gas compressed, liquefied or dissolved 

under pressure, with or without a liquid, paste or powder, and fitted with a release device allowing 

the contents to be ejected as solid or liquid particles in suspension in a gas, as a foam, paste or 

powder or in a liquid state. 

 

The CLP definition is very similar to the definition provided in Article 2 of the Aerosol Dispensers 

Directive (ADD) (75/324/EEC). 

 The above definitions provide an indication of what could be generally considered as 

‘aerosols/aerosol dispensers’ in the context of Entry 40 of Annex XVII. Note that aerosol generators 

should be regarded as aerosol dispensers, as the original restriction discusses aerosol generators. 

REACH   

Restrictions 

Version 1.0  

Latest update 20/04/2016 

(仮訳) 

[1181] 登録 40 の文脈におけるエアロゾル、エアロゾルディスペンサーに対して、なにか

定義は存在するのか？ 

 

REACH 規則はエアロゾル又はエアロゾルディスペンサーを定義していない。 

その言葉の普通の意味に従えば、エアロゾルは圧力をかけて封入されて推進剤ガスに 

よって微細な噴霧として放出された物質であると見なされる(Oxford advanced dictionary の 

定義)。その用語はある文脈においては圧力をかけて封入されて推進剤ガスによって又は 
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推進剤ガスの使用によりその容器内部の成分を噴霧に変えるのに使用されるディスペンサ

ー又はパッケージによって微細な噴霧として放出された混合物に対して使用されることも

ある。欧州エアロゾル連盟は、用語：「エアロゾル」をその懸濁液及びそのディスペンサ

ー/パッケージの両方に対して使用している。 

 

更に、注目すべきは、CLP 規則(分類、表示及び包装のための)の第 2.3.1 条によると、 

用語：「エアロゾルディスペンサー」は、金属、ガラス又はプラスチックで作られて、 

液体、ペースト又は粉末の有無に関わらず、圧力を受けて圧縮されて、液化され又は溶存

化されたガスを含み、ガス中の懸濁状態での固形又は液状粒子として、泡、ペースト又は

粉末として、又は液状でその内容物が放出されることを可能とする放出装置が装着された 

使い捨てのなんらかの容器を意味する。 

 

CLP 規則の定義はエアロゾルディスペンサー指令(ADD) (75/324/EEC)の第 2 条で与えられ

ている定義に非常に似ている。 

上述の定義は、附属書ⅩⅦの登録 40 の文脈において、一般的にエアロゾル/エアロゾルデ

ィスペンサーとして見なされ得るものの判定の指標となる。 

元々の制限がエアロゾル発生器を議論していたので、エアロゾル発生器はエアロゾルディ

スペンサーとして見なされるべきである。ことに注意すること。 

 

 

(原文) 

[1182] What is the meaning of products for entertainment and decorative purposes in the context of 

entry 40 of Annex XVII? Are aerosol dispensers containing coloured hairsprays and glitter for the 

body and sold to the general public restricted under this entry? 

 

Entry 40 prohibits the use of flammable, highly flammable or extremely flammable substances in 

“aerosol dispensers where these aerosol dispensers are intended for supply to the general public for 

entertainment and decorative purposes”. Paragraph 1 provides an indicative list of examples of 

products that are covered by the restriction. These examples are all products to be used to decorate, 

for instance, venues for festivities (e.g. Christmas, weddings, and carnivals) or parties (e.g. birthday 

parties and fancy-dress parties) and for entertainment use, for instance, during festivities and parties. 

None of the examples listed in the entry are cosmetic products within the meaning of Regulation 

(EC) No 1223/2009 on cosmetic products. 

 

Coloured hair sprays and body glitter would fall within the definition of cosmetic products in 

Regulation (EC) No 1223/2009, as they are intended “to be placed in contact with an external part of 
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the human body” with a view to “changing its appearance” and therefore have a similar use to more 

classical cosmetic products, such as normal hair sprays. Coloured hair sprays and body glitter should 

not be considered as having an entertainment or decorative purpose, and therefore they are not 

covered by entry 40 of Annex XVII to REACH. 

REACH  

Restrictions   

Version 1.2  

Latest update 20/04/2016 

(仮訳) 

[1182] 附属書ⅩⅦの登録 40 の文脈における娯楽及び装飾目的のための製品の意味は何

か？ 着色されたヘアースプレー及び人体用で一般大衆に販売されるグリッターを含有す

るエアロゾルディスペンサーはこの登録の下に制限されるのか？ 

 

登録 40 は、エアロゾルディスペンサーが娯楽及び装飾目的のために一般大衆に提供され

ることが意図されている、エアロゾルディスペンサー中の可燃性の、高い可燃性の又は非

常に可燃性の物質の使用を禁止している。パラグラフ 1 は、その制限によって包含される

製品の例として見なされるものの判定の指標となる。これらの例はすべて装飾するために

使用される製品である。例えば、祭典の会場(例えば、クリスマス、結婚式、及びカーニバ

ル)又はパーティー(例えば、誕生会及び風変わりなドレスパーティー)及び演芸の使用の 

ためものである。その登録に収載された例にないものは、化粧品に関する規則(EC) No 

1223/2009 の意味の範囲内の化粧品である。 

 

着色されたヘアースプレー及び人体用グリッターは、規則(EC) No 1223/2009 における化粧

品の定義に該当する。それは、その外見を変える目的で人体の外側部分に接触して使用さ

れることを意図しており、それ故、通常のヘアースプレーのような、より伝統的な化粧品

と類似した使用を持つからである。 

着色されたヘアースプレー及び人体用グリッターは、娯楽又は装飾目的を有すると見なさ

れるべきではない。それ故に、それらは REACH の附属書ⅩⅦの登録 40 に 

よって包含されていない。 

 

 

(原文) 

[1183] The restriction indicated in entry 43(3) applies only to the placing on the EU market of 

substances or mixtures containing the azodyes listed in Appendix 9 at a concentration exceeding 

0.1% by weight, and to the use of such substances/mixtures within the EU. Does the restriction 

therefore not apply to imported articles which have been dyed with the azodyes listed  
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in Appendix 9? 

 

Entry 43(3) of Annex XVII restricts the placing on the market of substances and mixtures containing 

over 0.1% of the azodyes listed in Appendix 9, when they are intended for colouring textile and 

leather articles, and also the actual use of the substance or mixture for that purpose. Therefore, the 

presence of these substances in imported articles is not restricted. 

 

However, pursuant to paragraphs 1 and 2 of the restriction, if an azodye in Appendix 9 releases one 

or more of the aromatic amines listed in Appendix 8 in a concentration above 30 mg/kg (0,003 % by 

weight, it cannot be used in textile and leather articles which may come into direct and prolonged 

contact with human skin or the oral cavity (such as those listed in paragraph 1). Those textile and 

leather articles cannot be placed on the market unless they comply with that concentration limit. 

REACH  

Restrictions 

Version 1.0  

Latest update 20/04/2016 

(仮訳) 

[1183] 登録 43(3)で示されている制限は、付録 9 に収載されるアゾ色素を 0.1 重量%を超え

る濃度で含有する物質又は混合物の EU の上市及び EU 域内でのその物質/混合物の使用だ

けに適用される。それ故、その制限は付録 9 に収載されるアゾ色素で染色されている輸入

されたアーティクルには適用されないのか？ 

 

附属書ⅩⅦの登録 43(3)は、布地及び皮革を着色することを意図している場合、付録 9 に 

収載されるアゾ色素を 0.1%を超えて含有する物質及び混合物の上市及びその目的のための

その物質又は混合物の使用も制限する。従って、輸入されたアーティクル中のこれらの 

物質の存在は制限されない。 

 

しかしながら、その制限のパラグラフ 1 及び 2 に従って、付録 9 におけるアゾ色素が付録

8 に収載される芳香族アミンの一つ又はそれ以上を、30mg/kg(0.003 重量%、それはヒトの

皮膚又は口腔(パラグラフ 1 に収載されているような)に直接及び長時間接触することもあ

る布地及び皮革には使用できない)の濃度で放出する場合、これらの布地及び皮革アーティ

クルは、それらがその濃度制限値に順守しなければ、上市することはできない。 
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(原文) 

[1184] What are personal care products in entry 46? 

 

Paragraphs (1) to (9) of entry 46 list the ‘purposes’ to which the restriction applies. Following 

paragraph (7) “cosmetic products” is paragraph (8) “other personal care products”. It therefore seems 

that cosmetics are to be considered as a subcategory of personal care products. 

 

REACH does not define “cosmetic products”. According to Regulation (EC) No 1223/2009 on 

cosmetic products,  “cosmetic product” means “any substance or mixture intended to be placed in 

contact with the external parts of the human body (epidermis, hair system, nails, lips and external 

genital organs) or with the teeth and the mucous membranes of the oral cavity with a view 

exclusively or mainly to cleaning them, perfuming them, changing their appearance protecting them, 

keeping them in good condition or correcting body odours.” 

 

Based on the above, it can be interpreted that “other personal care products” within the meaning of 

entry 46 include, but are not limited to, any product meeting the conditions indicated in the above 

definition for substances and mixtures and other products used for personal hygiene, such as toilet 

papers, some female hygiene products, nappies, cotton pads, etc. This interpretation can be broadly 

considered as a perception of the average consumer for this product category. 

REACH  

Restrictions 

Version 1.0  

Latest update 20/04/2016 

(仮訳) 

[1184] 登録 46 におけるパーソナルケア製品とは何か？ 

 

登録 46 のパラグラフ(1)～(9)は、その制限が適用される目的をリストしている。パラグラ

フ(7):「化粧品」の次に、パラグラフ(8)：「その他のパーソナルケア製品」がある。 

それ故、化粧品がパーソナルケア製品のサブカテゴリーとして見なされることになるよう

に見える。 

 

REACH 規則は「化粧品」を定義していない。化粧品に関する規則(EC) No 1223/2009 によ

ると、「化粧品」とは、人体の外側(表皮、毛髪、爪、唇及び外生殖器)又は専ら又は主とし

て洗浄する、香りを付ける、それらを保護している外見を変える、良い状態に保つ又は体

臭を消すことを目的として歯及び口腔の粘膜と接触して使用されることを意図している 

物質又は混合物を意味する。 
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上述に基づいて、登録 46 の意味の範囲内に「その他のパーソナルケア製品」が含まれる

が、トイレットパーパー、ある女性衛生用品、おむつ、化粧法コットン等のような個人の

衛生のために使用される物質及び混合物及びその他の製品に対する上記の定義で示された

条件を満足するいかなる製品にも制限されない。 

この解釈はこの製品カテゴリーに対する平均的な消費者の認識としておおむね、見なすこ

とができる。 

 

 

(原文) 

[1185] Does a baby monitor fall under the definition of childcare article in the context of entries 51-

52 of Annex XVII to REACH? 

 

A childcare article is defined by entries 51 (4) and 52(4) as "any product intended to facilitate sleep, 

relaxation, hygiene, the feeding of children or sucking on the part of children" (please also see Q&A 

983). A baby monitor does not facilitate the sleep or relaxation of the baby, it allows parents to be 

alerted when the baby is crying or making other noise. Therefore baby monitors fall outside the 

scope of entries 51-52 of Annex XVII. 

REACH  

Restrictions 

Version 1.0  

Latest update 20/04/2016 

(仮訳) 

[1185] ベビーモニターは、REACH の附属書ⅩⅦの登録 51-52 の文脈における育児用アー

ティクルに該当するのか？ 

 

育児用アーティクルは、睡眠、くつろぎ、衛生、幼児の授乳又は子供の側における授乳を

促すことを意図するなんらかの製品として、登録 51(4)及び 52(4)によって定義されている

(Q&A 983 も参照してください)。ベビーモニターは、幼児の睡眠又はくつろぎを促すこと

はなく、それによって、両親はその幼児が泣く又はその他の音を立てる場合に警報を受け

ることができる。それ故、ベビーモニターは附属書ⅩⅦの登録 51-52 の範囲外にある。 

 

 

 

 

 

 

http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/983
http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/983
http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/983
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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、原文でご確認ください。 

原本の情報源：Source: European Chemicals Agency, http://echa.europa.eu/ 

Questions and Answers  

http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas 

 

上記の翻訳は、ウェブサイト：http://echa.europa.eu/で見出される欧州化学品庁によって公

表された正本の Q&A の実用上の翻訳(working translation)である。 

 

 

本情報の内容は、ECHA の Q&A の内容に基づいておりますが、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

http://echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas
http://echa.europa.eu/

