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重要なメッセージ

a. REACH に関する自動車業界ガイドライン (AIG-REACH) の付属書Q は「安全データシート適合チ

ェック」と題され、川下ユーザーが受領した安全データシート(SDS)について妥当性チェック

を行うためのガイダンスを提供する。

b. これは業界および当局がサプライチェーンにおけるSDSのデータ品質の低さを認識したことに

基づき、法的義務を履行するために必要であると考えられた。

c. 妥当性チェックのガイダンスは次第に複雑性を増すと見ることができる一連のステップから構

成されている。

重要な推奨事項

この付属書Q は、供給者からSDSを受領する川下ユーザーが取る最低限の適切な対応として以下のこ

とを推奨する。

a. 受領したSDSの妥当性チェックをそれぞれの事情に相応しいレベルで行う。

b. SDSの正確性または完全性を疑うに足る十分な理由がある場合は、供給者と連絡を取りながら

問題を解決する。

c. SDS上の有害性またはリスク管理措置の妥当性に関する新たな情報を得た場合は、その情報を

供給者に伝達する。(REACH 34条)

d. 実行した妥当性チェック、その結果およびそれに伴う措置を記録する。

e. 受領したSDSの管理および/または妥当性チェックの実行に携わる者は全員必要な訓練を受けて

おり、それらの職務を果たす能力があることを保証する。

SDSが妥当性チェックのいずれかの段階で不合格ならば、REACH、CLPまたは他の法令の下でさらな

る義務を課せられる可能性がある。

この付属書Qはまた、拡張安全データシート、即ち物質に対するばく露シナリオまたは混合物に対す

る「混合物安全使用情報」を添付したSDSの受領者が求める適合措置に関するガイダンスを、幾つか

の例を示して提供する。
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0. 序言

REACHに関する自動車業界ガイドライン（AIG-REACH）は5.6.1項で川下ユーザーが「SDS / 拡張SDS

の内容の一般的な妥当性チェック」を行うことを推奨している。加えてAIG-REACH付属書Pは、製造者、

輸入者および川下ユーザーのSDS 義務に関する1ページの要約を提供するとともに、SDS/拡張SDSを受

け取った川下ユーザーがSDS/拡張SDS 情報の「誤りおよび不足（妥当性チェック）」をチェックする

ことも推奨している。

AIG-REACH付属書Qの目的は、そのような妥当性チェックをどのように行うかについて実用的なガイダ

ンスを提供することである（1～5章）。付属書Qはまた拡張安全データシートでばく露シナリオが提供

された場合に、職場および環境安全性に関するREACHの義務を満たすために要求される適合措置に関

するガイダンスを含む（6章）。

この付属書Qは川下ユーザー（DU）の視点に焦点を当てており、したがってSDSを作成するための要件

に関するガイダンスとして意図されたものではないが、川下ユーザーが効果的な妥当性チェックを行う

のを助けるためにこれらの要件の知識も一部含まれている。

ACEAは、サプライチェーン全体にわたりSDSのデータ品質を改善するために、物質および混合物に

対する自動車サプライチェーンのすべての関係者が、受け取ったSDSについてそれぞれの事情に

相応しい妥当性チェックのステップを実行することを強く推奨する。

この付属書Qは 2017年6月1日から有効である。
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0.1 法的背景

安全データシートは、REACHおよび他の欧州法令（例えばCLP、BPR、火工品指令など）の下で化学

物質の危険有害性に関するデータをサプライチェーン全体に伝えるための基本的手段であることが意図

されている。最初に製造者または輸入者（もしくは唯一の代理人）がSDSの内容に責任を持つ。さらに

物質または混合物を上市するサプライチェーンの関係者がSDSの内容に対して責任を負う。これはSDS

が関係者自身によって作成されたか、または関係者は単に供給者のSDSを手渡すだけであるかにかかわ

らない。

これはすべての関係者は、サプライチェーンのそれぞれの段階で供給者から受け取ったSDSの内容につ

いて妥当性チェックを行うべきであることを暗に意味している。

SDSは受領する雇用者が使用することが意図されており、雇用者は労働者に「…職場で発生する有害な

化学品に関する情報、例えばそのような化学品の特定、安全および健康に対するリスク、関連する職業

ばく露限界値および他の法的規定」（労働者の保護、98/24/EC 第8条（1））を提供する要件を満たす

ためにSDSを考慮しなければならない。雇用者は被雇用者自身がSDSにアクセスするように図る方法も

選択できるが、ECHAガイダンスにはそれは「…雇用者を指令 98/24/ECの下での義務から免責するもの

ではない」と明記されている。

それゆえ、これはまた雇用者は供給者のSDSの内容について妥当性チェックを行う責任があることを暗

に意味している。

法的枠組は「多くの目の原則」を支持しており、SDSデータが最後の産業ユーザーまたは職業ユーザー

に手渡される前に、サプライチェーンの他の関係者がそこに含まれている何らかの誤りを特定して訂正

することが期待されている。実際に、自動車業界の経験によれば受け取った多くのSDSは物質および混

合物の分類が誤っており、ECHAプロジェクト「REACH – EN – FORCE 2」は基本的妥当性をチェック

した4496件のSDSのうち52%が不適合であることを発見したが、それらは正しくない規制の決定や不適

切もしくは不十分なリスク管理措置を招く可能性がある。

ここで推奨されるべきは、REACHおよび他の関連法規の直接的要求事項は、全体的な法令順守にとっ

て最小限のものと見なすべきであるということである。法令の下で雇用者は被雇用者に対していわゆる

「注意義務」もあり、その注意義務を果たすために雇用者は被雇用者の健康と安全と環境を保護するの

に必要かつ合理的なすべてをなさなければならない。SDS 情報が欠落しているかあるいは正しくないた

めに被害が生じたら、雇用者は実際に必要かつ合理的なすべてをなしたことを証明するよう要求される

可能性がある。

この付属書Qは、川下ユーザーが受け取ったSDSに関する妥当性チェックを行うためのガイダンスを提

供する（1～5章）。ガイダンスは次第に複雑性を増すと見ることができる一連のステップから構成され

ている（0.3 SDS 適合チェックナビゲーター参照）。どのレベルの詳細度でSDS妥当性チェックを行う

かは、それぞれの事情に応じて川下ユーザーに任されている。

付属書Qは、供給者からSDSを受け取る川下ユーザーによる最小限の適切な対応として以下のことを推

奨する。

 受け取ったSDSの妥当性チェックをそれぞれの事情に相応しいレベルで行う。

 SDSの正確性または完全性を疑うに足る十分な理由がある場合は、供給者と連絡を取って問題を

解決する。
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 SDS上の有害性またはリスク管理措置の妥当性に関する新たな情報を得た場合は、その情報を供

給者に伝達する。(REACH 34条)

 実行した妥当性チェック、その結果およびそれに伴う措置を記録する。

 受け取ったSDSの管理および/または妥当性チェックの実行に携わる者は適当な訓練を受けてお

り、それらの職務を果たす能力があることを保証する。

SDSが妥当性チェックのいずれかの段階で不合格になったら、REACH、CLPまたは他の法令の下でさ

らなる義務を課せられる可能性がある（5章参照）。

SDS 妥当性チェックを行うための法律で定めた時間制限はないが、供給者と受領者の間で満足のゆく合

意に至る可能性を高めるために、合理的に短い時間で行うことが推奨される。

SDSを提供することが法的に要求されないケースでも、類似の情報を同じフォーマット（SDSの編集に

関するECHAガイダンス3.21参照）で受け取るのは有益である。その場合は標題を変え、実際のSDSは

要求されていない旨を明示する。そのようなケースでも、妥当性チェックを適当なレベルで行うことは

有用であろう。
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0.2 DSD/DPDとCLPの相違点

分類および表示についてDSD / DPDとCLPシステムの主な相違点を表 1に示す。

表 1：分類と表示 – DSD/DPDとCLPの相違点の例

DSD/DPD CLP

法令
DSD - 危険物質指令（67/548/EEC）

DPD - 危険調剤指令

（1999/45/EC）

CLP –物質および混合物の分類、表示および包装に

関する規則

（No. 1272/2008）

適用範囲 欧州のみ 欧州、 世界調和 システム （GHS）と整合

分類

危険のカテゴリー / 略語

「易燃性」または「F」

「発癌性 カテゴリー 1」または「Carc. Cat 1」

危険有害性区分 /カテゴリーコード

「引火性液体カテゴリー 2」または「Flam. Liq. 2」

「発がん性カテゴリー 1A」または「Carc. 1A」

分類 /

表示要素

リスク（R-）フレーズおよび/または特別表示

「R11」 – 易燃性；

「R45」 – 癌を引き起こすことがある

危険有害性（H- / EUH-）表明

「H225」 –引火性の高い液体および蒸気

「H350」 – 発がんのおそれ

表示要素

安全（S-）フレーズと特別規定

「S7」 – 容器を密閉状態に保つこと

「S24」 – 皮膚との接触を避けること

「警告! 鉛含有」

注意書き

「P233」 –容器を密閉しておくこと

「P262」 – 眼、皮膚、衣類につけないこと

注意喚起語

「危険」または「警告」

危険のシンボル/指示 ピクトグラム

E 爆発性
F+ 極端な引火性

F 易燃性
O 酸化

GHS01
爆弾の爆発

GHS02
炎

GHS03

円上の炎

C 腐食性
T+ 高い毒性

T 毒性

GHS04
ガスボンベ

GHS05
腐食性

GHS06
どくろ

Xn 有害

Xi 刺激性
N 環境に危険

GHS07
感嘆符

GHS08
健康有害性

GHS09
環境
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0.3 SDS 適合チェックナビゲーター

付属書に

ばく露シナリオがあるか？

ext-SDSばく露シナリオは

妥当性チェックに合格したか？

付属書に

ばく露シナリオがあるか？
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1. 初期品質チェック

欧州SDSの要件は、2006年12月に初めて刊行されたREACH規則の付属書 IIに定められている。CLP 規

則と調和させるためにREACH 付属書 II は規則 No 453/2010によって改正された。同規則は、分類およ

び表示に対してDSDおよびDPDからCLP規則に移行する期間に従うべきSDSフォーマットを定めている。

規則 No 453/2010 の改正されたフォーマット要件は2010年5月31日に刊行されたので、それ以前に最後

に改訂されたSDSのフォーマットは正しくないと推定されざるを得ない。

改正されたREACH 付属書 II の要件の下で、2010年6月1日以降すべての物質はCLP規則に従うことにな

った。混合物については、分類、表示および包装に関するCLP規則が2015年6月1日に施行された。それ

以前は、供給者が自発的に事前にCLPに変更しなければ、混合物はDPDに従って分類、表示および包装

された。それを受けて、SDSの構造と内容を定める規則もCLP規則の実施に合わせるために2015年6月1

日に変更された。

規則No 453/2010 はまた既に2015年6月1日以前にDPDの下でサプライチェーンに組み入れられていた混

合物に対して経過規定を追加し、2017年6月1日までDPD規則の下でサプライチェーンを通して販売す

ることが許された。ただし、このCLP 規則に対する経過規定は、サプライチェーンに組み入れられた混

合物が別の包装に移されるか、または包装もしくは表示が別途変更された場合は適用されなかった (規

則 No 453/2010第2条)。

最後に、規則 (EU) 2015/830 が2015年5月29日に公布され、さらにREACH付属書 II が CLP要件に従っ

て改正され、REACH 第2条で別の経過規定、すなわち、「… 2015年6月1日以前に受領者に提供された

安全データシートは引き続き使用でき、2017年5月31日までこの規則の付属書 [ REACH 付属書 II] に適

合する必要はない。」が追加された。

経過規定の失効に伴い、2017年6月1日以降に受領するすべてのSDSは、フローチャート1.1および1.2に

要約されているSDSの分類および表示セクションに対するCLPフォーマットでのみ作成されなければな

らない。これらのフローチャートを使用する際は、フローチャート1.1から始めて順次進んで行くこと

が重要である。
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フローチャート1.1

初期品質チェック

一般的要件(2017年6月1日以降受

領するSDS)

一般的要件（下記）は

すべて満たされている。

言語は使用国の言語か？

最初のページに作成日または

改定日が載っているか？

付属書を含む全ページに

番号が付いているか？

16セクションと小見出しが決められた通り書

かれているか？

空欄のセクションや小見出しはないか？

物質または混合物？

混合物物質

改定日？改定日？

2010年6月1日以降2010年5月31日以前 2015年6月1日以降 2015年5月31日以前

フローチャート

1.2へ

SDSは基本的品質チェックに不合格

いいえ

はい
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フローチャート1.2

初期品質チェック

SDS分類および表示（2017年

6月1日以降受領するSDS）

*物質については2010年6月1日以降、混合物については

2015年6月1日以降にSDSが受領された場合、フローチャ

ート1.2はフローチャート1.1と組み合わせて適用される。

包装上の表示は

§2.2に適合しているか？

物質または

混合物？
物質混合物

包装上の表示？

なし/未分類

§3の

危険有害物質？

§2.1の分類は

CLPか？

§2.1の分類は

CLPか？

§3.2の危険有害物質の分類は

CLPか？
§3.1の物質識別？

SDSは基本的品質チェックに不合格SDSは基本的品質チェックに合格

はい

いいえ

いいえ

はい

いいえ

いいえ

はい

はい はい

はい

いいえ

いいえ
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2. 分類チェック

該当する場合

物質レファレンス

データベース更新

物質の調和された分類

はあるか？

追加の危険有害性は

指示されているか？

物質CLP届出はある

か？
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2.1 物質の分類チェック

SDSに記載された物質の分類が正しいことをチェックするために、検証された物質分類データの情報源

を持つことが必要である。分類と表示（C&L）インベントリーが準拠しているECHAの物質分類データ

の主要な情報源は、次のものを含む。

 CLPの下で確定された調和された分類（以下「法的分類」とも呼ぶ）

 REACHの下で登録された物質

 CLPの下で届け出られた物質

上記のうち調和された分類は法的拘束力を持っており、それらが利用できる場合は必ず使用されなけれ

ばならない。ただし、他の物質分類情報源（例えばSDSのセクション 9、11および12、C&Lインベント

リーまたはレファレンスデータベース）もレビューされるべきであり、調和された分類で言及されてい

ない追加の危険等級は、必要に応じて追加されなければならない （CLP 4条（3）参照）。

自己分類 =
調和された分類

+
調和された分類に含まれない追加の危険有害性

表 2：物質分類の例 – 調和された分類および追加の危険有害性

製品識別子 物質名 調和された分類

調和された分類に含

まれないEUにおける

追加の 危険有害性 **

備考
結果

（自己分類）

CAS: 1330-20-7
EG: 215-535-7
INDEX:
601-022-00-9
REACH:
01-2119488216-
32

キシレン

引火性液体. 3, H226

急性毒性（経皮）.
4*, H312

急性毒性（吸入）.
4*, H332

皮膚刺激性/刺激性.
2, H315

誤えん有害性 1, H304
STOT SE*** 3, H335
STOT RE*** 2, H373

影響される器官：

中枢神経系、肝臓、腎臓

（エチルベンゼン含量に

依存、SCL > 10 %）

引火性液体3, H226

急性毒性（経皮）. 4,
H312

急性毒性（吸入）. 4,
H332

皮膚刺激性/刺激性 2,
H315

誤えん有害性 1, H304
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

CAS: 64-18-6
EG: 200-579-1
INDEX:
607-001-00-0
REACH:
01-2119491174-
37

ギ酸
皮膚腐食性/刺激性

1A, H314

引火性液体3, H226

眼に対する重篤な損傷性

/眼刺激性. 1, H318

急性毒性（経口）. 4,
H302

急性毒性（吸入）. 3,
H331

金属腐食性化学品. 1,
H290

引火点：49.5 °C

LD50 （o, rat）：730
mg/kg

LD50 （v, rat, 4 h）：
7.85 mg/l
UN 1779

引火性液体3, H226

皮膚腐食性/刺激性 1A,
H314

眼に対する重篤な損傷性/

刺激性 1, H318

急性毒性（経口）. 4,
H302

急性毒性（吸入）. 3,
H331

金属腐食性化学品. 1,
H290
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CAS: 64742-95-6
EG: 265-199-0
INDEX:
649-356-00-4
REACH:
01-2119486773-
24

溶媒ナフ

サ（石

油）、 軽

芳香族

誤えん有害性1,
H304

生殖細胞変異原性
1B, H340

発がん性 1B, H350

引火性液体 1, H224

皮膚腐食性/刺激性 2,
H315

生殖毒性 2, H361
STOT SE 3, H336

水生環境有害性 長期

（慢性） 2, H411

低沸点ナフサ

（引火点 < 23°C、

初留点≤ 35°C、

ベンゼン ≥ 0.1%、

n-ヘキサン ≥ 3%、また

は トルエン ≥ 3%、また

は トルエン ≥ 3%および

n-ヘキサン≥ 3%）

引火性液体 1 H224

皮膚腐食性/刺激性
2 H315

誤えん有害性1 H304

生殖細胞変異原性. . 1B
H340

発がん性. 1B H350

生殖毒性. 2 H361
STOT SE 3 H336

水生環境有害性 長期

（慢性） 2 H411

* 最低分類 （CLP 付属書 VI、 1.2.1参照）

** 製造工程および/または不純物に依存して1つのREACHドシエに複数の自己分類が含まれることがある。
***STOT SE：特定標的臓器毒性（単回ばく露） STOT RE：特定標的臓器毒性（反復ばく露）
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典型的な大手自動車供給会社、車両製造者またはアフターマーケット製品販売者は、SDS分類のために

数百種類の物質の記録をつけると同時に、他の多くの規則との適合も確保しなければならないことがあ

る。それゆえ、この目的のためにそれぞれの会社が自社の物質レファレンスデータベースを構築および

維持することが推奨される。代替として、商用物質レファレンスデータベースを予約して利用できる。

このようなレファレンスデータベースの主要な特徴は、自社であれ商用であれ、C&L インベントリーや

その他の情報源、例えば最近のSDSから得られる最新のデータに基づいて絶えず更新しなければならな

いことである。それゆえ、データベースプロバイダーに彼らの物質データベースの内容に責任を持つか

確認することが推奨される。

最も完全なSDS妥当性チェックを可能にするために、物質および混合物の供給者から完全な（100%）

物質組成情報を集めることが推奨される（そのために機密保持契約が必要であろう）。SDS 受領者は完

全な組成を知って初めて、SDSに正しい物質がリストアップされていることを確認できる。加えて、完

全な組成は他の化学物質規制との適合を追跡するために有用であり、例えば欧州以外でアフターマーケ

ット製品を販売する場合に不可欠である。

物質分類チェックを構成するステップはフローチャート2（前述）に示されている。物質分類の詳細は

混合物についてはSDSのセクション3.2、物質それ自体についてはSDSのセクション2.1に記載する。

物質分類チェックの基礎は、SDSの物質分類を利用できる検証された物質分類データと比較することで

ある。上述のように、調和された物質分類が存在する場合はこれを使用しなければならないが、調和さ

れた分類に反映されていない追加の危険有害性はないかREACHドシエをチェックすることも有意義で

あろう。

既存の調和された分類がない場合は、会社の（自社または商用）レファレンスデータベースが次善の情

報源となる。これは最新の利用可能なデータで維持されている場合は特にそうである。

これらのいずれも利用できない場合は、REACHの登録またはCLPの届出を参照できる。ただし、ここ

で注意しておくと、REACHの登録ドシエおよび/またはCLPの届出には数種類の物質分類が提出されて

いることがあり、そのためこれらはより良い検証された情報源がない場合のみ使用すべきである。会社

の（自社または商用）レファレンスデータベースを使用する場合は、常に最新の利用可能なデータで更

新しなければならない。

SDSに記載されている物質が受領者自身のレファレンスデータベースにリストアップされていない場合

は、その物質を追加しなければならない。このためには、当該物質の危険有害性を判定するため、また

上記と同等の信頼性を備えた分類を確認するため、さらに他の規則の現状、例えば既存の地域/国内の化

学物質インベントリーにおける世界中の登録状況を把握するために、さらに調査を行うことが必要であ

る。

特に受領者が車両/部品の生産に直接使用する可能性のある供給製品（例えば車両充填液）、または世界

中で販売される可能性のあるアフターマーケット製品（例えば塗料または接着剤）について、受領者は

世界中の規則、例えば 中国、アメリカ合衆国、韓国、フィリピン、オーストラリア、カナダ、ニュージ

ーランド、マレーシア、ロシアなどで実施されている化学物質インベントリーの適用可能性に関する詳

細を入手することが推奨される。時として製造者/供給者に対してのみ有効でOEM自身には利用できな

い機密のインベントリー登録が設けられていることに留意することも重要であり、その場合は、OEMが

化学製品を輸入することは許されないことを意味するものである。
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2.2 混合物の分類チェック

欧州の法的枠組は、SDSにリストアップされた物質に関する情報を、SDSに関する他の支援情報と併

せて用いて混合物の分類を確認することが可能であるようにしている。ただし、業界は SDSデータの品

質問題を経験しているので、全体的な混合物分類が正しいことを確認するために、供給者から完全な 組

成を集めて使用することが再度推奨される。たとえ習慣的に行われることはないとしても、組成に関す

る完全なデータを集めることは、SDS データに不整合がある場合に妥当性を確認する唯一の方法であろ

う。

特別の場合にはクリティカルな原材料、例えば ポリマー、オリゴマーまたは他のそれまで内密の物質

に対するオリジナルのSDSを、供給者から入手することが必要となろう。

混合物に対する分類規則はCLP規則に定義されている。CLP規則は以前のDPD規則と異なるため、 DPD

の下での従来の物質の分類は、同じ物質に対するCLP分類と同一視してはならないことを認識しておく

ことが重要である。

規則そのものに加えて、混合物の物質組成および全体的特性に基づいて正しい全体的分類を決定する助

けとして幾つかのガイダンス文書が利用できる（8章参考文書参照）。それにもかかわらず分類は依然

として専門家の仕事であり、この付属書Qで説明するにはあまりにも複雑であり、SDS適合のあらゆる

側面と同様に、この作業を遂行する個人に対して適切なトレーニングと能力が要求される。
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3. 妥当性チェック – 基本SDS

（16セクション）

下の表3は、基本SDSの16セクションで要求される各々の見出しと小見出しを示している。見出しと小

見出しは略さずに完全に記述されなければならない。例えば最初の見出しは「セクション1：物質/ 混合

物および会社/事業の識別情報」と書かれなければならない。小見出しは空欄のまま残してはならない。

情報がないか、または与えられた小見出しに該当しない場合は、空欄のまま残す代わりに短い指示、例

えば「該当せず」を使用しなければならない。

表は各々の小見出しの下で見いだされるべき主要な内容と、SDS妥当性チェックにおいて行われるべき

提案されたチェックの要約を示す。最後に、表3は該当する場合は、どの内容がばく露シナリオ（ES）

と関連しており、クロスチェックされなければならないかも示す。
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表 3：妥当性チェック – 基本SDS （16セクション）

見出し 小見出し 主要な内容 提案されるチェック ES 関連

セクション 1：

物質/ 混合物および 会社/ 事

業の識別情報

（化学品及び会社情報）

1.1 製品識別子

 物質：物質名および識別番

号、該当する場合は CAS、

EC および REACH 登録番号

を含む。

 製品識別子はラベルに記載された情報と一致していなければ

ならない。

 REACH 登録番号に登録者のサフィックス（登録者の識別番

号）がない場合、執行目的に必要であるならば供給者に完全

な番号を求める。

 特に欧州以外の供給者の場合、各成分物質の REACH 登録状

況をチェックしなければならない

（http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-
sub.aspx 参照）。.

 疑わしい場合は、供給者に対して製品中のすべての成分物質

が有効な REACH 登録番号を有することを書面で確認し、

それを提出するか、または提出しない理由を説明する（例え

ば登録 閾値以下）よう求めなければならない。

 まだ登録していない物質を徹底的にチェックして、欧州域内

での使用が許可されていることを確認しなければならない。

 混合物： 商品名
 製品識別子はラベルに記載された情報と一致していなければ

ならない。

 物質および混合物： 同義語、

会社の製品コードなど
 なし

1.2 物質または混合

物の関連する特定さ

れた使用および推奨

されない使用

 受領者に関連する特定された

使用

 主な推奨されない使用

 特定された使用は、実際に意図された用途と一致していな

ければならない。

 実際に意図された用途は推奨されない使用を含んではなら

ない。

 厳しく管理された条件（SCC）下で「中間体」を使用する

場合は、これを供給者に対して確認して文書化しなければな

らない。

 ES/SDS 関

連表参照
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見出し 小見出し 主要な内容 提案されるチェック ES 関連

1.3 安全データシ

ートの供給者の詳細

情報

 SDS の「供給者」の名前

（製造者、輸入者、唯一の代

理人、川下ユーザーまたは 販

売者）

 完全な住所

 電話番号

 担当者の E メールアドレス

 供給者の詳細情報はラベルと一致していなければならない。

1.4 緊急電話番号  緊急番号

 1 日 24 時間利用できない場合は、利用できる 時間を明示し

なければならない。

 公的な助言組織の番号を与えてもよい。
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見出し 小見出し 主要な内容 提案されるチェック ES 関連

セクション 2：

危険有害性の特定

（危険有害性の要約）

2.1 物質または混合

物の分類

 物質： CLP 分類

 混合物：混合物の全体 CLP 分

類

 SDS 分類要求の概要はフローチャート 1.2 参照

 物質分類チェックの詳細についてはセクション 2.1 参照。

 混合物の分類チェックの詳細についてはセクション 2.2 参

照。

 CLP に従う危険有害性として分類されない場合は、これを

明記し、規則（即ち（EC） No 1272/2008）の参照を含まな

ければならない。.

 最も重要な有害作用は SDS のセクション 9～12 と一致しな

ければならない。

 物質について、ここに M 係数※または SCL（Specific

Concentrations Limit）を記載すべきか自社もしくは 商

用 物質 データベースを用いてチェックするか、または

C&L インベントリー および/または登録ドシエをチェッ

クする（http://echa.europa.eu から「Search for

Chemicals」に入る）。

2.2 表示要素
 CLP：危険有害性 ピクトグラ

ム、注意喚起語、危険有害性

情報、注意書き

 SDS ラべリング要求の概要はフローチャート 1.2 参

照。

 適用された REACH 認可番号をここに記載しなければ

ならない。また、包装ラベル上のそれと一致しなけれ

ばならない

 表示要素は 包装上の表示と一致していなければならない。

 シンボル および/またはピクトグラムはカラーまたは白黒で

示してよい。

2.3 他の危険有害

性

 PBT または vPvB ステータス

 他の危険有害性、 例えば 大

気汚染の形成、または 粉塵、

粉塵爆発の危険、 交差感作、

窒息、凍結、臭気または味、

土壌生物に対する危険有害

性、 オゾン生成

 PBT または vPvB ステータスは、サブセクション 12.5 にお

ける PBT または vPvB 評価 の結果と一致していなければな

らない。

 分類によってカバーされない危険有害性のみここに記載す

る。

JAMA注※：「M係数」とは、急性区分1または慢性区分1に分類される成分の濃度の重み付け加算をするための毒性乗数のこと。
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見出し 小見出し 主要な内容 提案されるチェック ES 関連

セクション3：

成分の組成/情報

（組成及び成分情報）

3.1 物質
 物質名および識別番号、該当

する場合は CAS、 EC および

REACH 登録番号を含む。

 SDS 分類要求の概要はフローチャート 1.2 参照

 物質分類チェックの詳細についてはセクション 2.1（上記）

参照。

3.2 混合物

 危険有害性を有する物質名お

よび識別番号、該当する場合

は CAS、 EC および REACH

登録番号を含む。

 濃度 （特定のパーセンテージ

またはその 範囲）

 CLP 危険有害性 クラスおよ

びカテゴリーコードおよび危

険有害性情報

 SDS 分類要求の概要はフローチャート 1.2 を参照

 物質分類チェックの詳細についてはセクション 2.1（上記）

参照。

 パーセンテージ範囲を使用する場合、導き出される分類は

引用された範囲の最も高い値に基づかなければならない。

 リストアップされた成分は、納入状態に存在するものであ

って、それらは必ずしも混合物を形成するための原材料と

して使用されたものではないことを確認する（例えば酸と

塩基を混合すれば反応して塩を生成するだろう）。

 危険有害性情報に 対してコードのみを使用する場合は、セ

クション 16 で各々のコードの完全な文が参照できなければ

ならない。

 物質が 分類基準を満たさない場合、サブセクション 3.2 で

物質を示す理由が与えられなければならない（例えば「分

類されない vPvB 物質」、「共同体 職場ばく露限界を有す

る物質」）。

 物質について、ここに M 係数または SCL を記載すべきか自

社もしくは 商用 物質 データベースを用いてチェックする

か、または C&L インベントリーおよび/または登録ドシエを

チェックする （http://echa.europa.eu から「Search for

Chemicals」に入る）。 M 係数または SCL が記載される場

合、これらは混合物分類チェックにおいて考慮されなけれ

ばならない（2.2 部参照）。

セクション4：

救急 （応急処置）

4.1救急処置の概要  救急処置の指示とアドバイス

 救急処置はセクション 2.1 の注意書きと整合していなければ

ならない。

4.2 最も重要な症

状と影響、急性と

遅発性の両方を含

む。

 最も重要な症状と影響の要

約、急性と遅発性の両方を含

む。
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見出し 小見出し 主要な内容 提案されるチェック ES 関連

4.3 即刻医師の診

断と特別処理が必

要であることの指

示

 遅発性影響の検査と監視 、解

毒剤および禁忌

 職場で実施できなければなら

ない特別処理

セクション5：

消火措置

（火災時の措置）

5.1 消火剤  適当な消火剤と不適当な消火

剤

 妥当性チェックに対する優先措置はない。
 ES/SDS 関

連表参照

5.2 物質または 混

合物から生じる特

別の 危険有害性
 例えば危険な燃焼生成物

5.3 消防士に対す

るアドバイス
 消防士に対する保護行動また

は 保護具

セクション6：

偶発的放出

（漏出時の措置）

6.1人的予防措置、

保護具および緊急

時の対応

 一般人員および救急隊員に対

する PPE アドバイスおよび緊

急時の対応

 他のセクションの参照を指示する場合、それらのセクショ

ンは適切に作成されなければならない。

 ES/SDS 関

連表参照

6.2 環境予防措置
 例えば排水、地表水および地

下水から隔離

6.3 .封じ込めおよ

び清浄化のための

方法と材料

 漏出防止に関するアドバイス

 清浄化に関するアドバイス

 漏出および放出に関するその

他の情報

6.4 他のセクショ

ンの参照
 該当する場合は セクション

7、8 および 13 参照。
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見出し 小見出し 主要な内容 提案されるチェック ES 関連

セクション7：

取扱いと保管（取扱い及び保

管上の注意）

7.1 安全な取扱い

のための予防措置

 安全な取扱いに関する推奨

 両立しない物質/混合物の取扱

いを避けるためのアドバイス

 職業衛生に関するアドバイス

 妥当性チェックに対する優先措置はない。

7.2 安全な保管状

態、何らかの非両

立性を含む

 保管に関するアドバイス、

SDS セクション 9 および 10

と整合

 金属容器使用の回避に関するアドバイスが他のセクション

で与えられた危険有害性に一致していることを保証する。

7.3 具体的な最終

用途

 意図された具体的な最終用途

に関するアドバイス

 業界別ガイダンスの参照

 情報がセクション 1.2 と一致していることを保証する。
 ES/SDS 関

連表参照

セクション8：ばく露管理／

個人保護（ばく露防止及び保

護措置 ）

8.1 管理パラメー

タ

 各物質に対する共同体 および

/または 国内職業ばく露限界

値

 共同体および/または国内 生

物的 限界値

 物質がサブセクション 8.1 とセクション 3 の両方で特定され

る場合、物質の識別子は 一致していなければならない。

 化学物質安全性報告書を有する物質（拡張 SDS が必要）に

対して、混合物中の化学物質も含め、DNEL / PNEC 値がこ

こに与えられなければならない。

 ES/SDS 関

連表参照

8.2 ばく露管理

 設備対策

 個人用保護具の詳細な仕様

（例えば 手袋： 材料のタイ

プおよび厚さ、最小破過時

間）

 環境ばく露管理

 単離中間体として登録された

物質について、 SDS が 具体

的な 条件と一致していること

を確認する。

 ばく露管理情報は セクション 8.2 の代わりに添付 ES で提

供できる。

 セクション 8.2 の要約は ES の情報と整合していなければな

らない。
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見出し 小見出し 主要な内容 提案されるチェック ES 関連

セクション9：

物理的特性と化学的特性（物

理的及び化学的性質 ）

9.1 基本的な物理

的特性と化学的特

性に関する情報

 特性、試験方法の参照、 単

位、参照条件

 データはサブセクション 2.1 の分類と整合していなければな

らない（例えば極端な pH、 引火性液体、 吸入毒性）

 このセクションではサブセクション 2.1 で特定された物理的

危険有害性に対する安全特徴と関連試験方法に関する 支援

情報を提供する（CLP8.2 条参照）。

 SDS がナノ材料形態をカバーすることが知られている場合

は、ここに記載する。記載内容は場合によりサブセクショ

ン 2.3 またはセクション 3 で言及されるナノ形態に関するコ

メントと一致していなければならない。

 ES/SDS 関

連表参照

9.2 その他の情報

セクション10：

安定性と反応性

（安定性及び反応性）

10.1 反応性

 反応性危険および特別の試験

データ。輸送、保管および使

用中の物質へのばく露、容器

および封じ込めを考慮する。

 情報はセクション 7 と整合していなければならない。

10.2 化学的安定性
 通常の保管環境下および取扱

い条件下での安定性
 情報はセクション 7 と整合していなければならない。

10.3 危険な反応の

可能性
 危険な反応が起こり得るか、

および起こる場合の条件

 情報はサブセクション 10.5 と整合していなければならな

い。

10.4 回避すべき状

態
 危険な状況で生じ得る状態

 情報は セクション 10 の他のサブセクションと整合していな

ければならない。

10.5 混触してはい

けない材料
 反応した結果、危険な状況を

生じ得る物質または混合物

 情報はサブセクション 10.3 と整合していなければならな

い。

10.6 危険な分解生

成物
 既知のおよび合理的に予測さ

れる危険な 分解生成物
 情報はセクション 5 と整合していなければならない。
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見出し 小見出し 主要な内容 提案されるチェック ES 関連

セクション 11：

毒物学的情報

（有害性情報）

11.1毒物学的作用

に関する情報

 毒物学的な 健康影響および使

用する利用可能なデータ 。ト

キシコキネティクス、 代謝お

よび分布に関する適切な情報

を含む。

 情報は REACH 登録データ（該当する場合）と一致してい

なければならない。

 情報はセクション 2.1 および 3 の物質および混合物の分類と

一致/サポートしなければならない。そうでない場合は、 こ

こで説明を与えなければならない（例えば人の経験に基づ

く分類）。

 混合物については ATEmix 値、または各々の各物質について

は ATE を記載し、毒性データを用いてそれを評価できなけ

ればならない。

 CMR に関する記述は、サブセクション 2.1 および/または

3.2 の成分情報と一致していなければならない。

セクション12：

生態学的 情報

（環境影響情報）

12.1 毒性
 環境に 放出される場合に環境

に与えるインパクトを評価す

るための情報

 種、媒体、単位、試験時間お

よび試験条件を示す関連する

試験データ

 混合物中の各関連物質および/

または危険な変換生成物につ

いての生体内蓄積、持続性お

よび分解性

 情報は REACH 登録データ（該当する場合）と一致してい

なければならない。

 情報はセクション 2.1 および 3 の物質および混合物の分類と

一致/支援しなければならない。そうでない場合は、ここで

説明を与えなければならない。

 サブセクション 12.5 における PBT または vPvB 評価の結果

（CSR が作成された物質 / 混合物中の物質のみ）は、サブ

セクション 2.3 の PBT または vPvB ステータスと一致して

いなければならない。

12.2 持続性と分解

性

12.3 生体内蓄積能

力

12.4 土壌中の移動

性

12.5 PBTおよび

vPvB 評価の結果

12.6 その他の影響

セクション 13：

処分の検討

（廃棄上の注意）

13.1 廃棄物処理方

法

 廃棄物処理の容器および方法

 下水処分の回避

 特別予防措置

 EU、国内または地域の関連規

定

 欧州廃棄物コードが提供されなければならずサブセクショ

ン 1.2 の使用と一致していなければならない。

 提供される情報は具体的な実用的アドバイスでなければな

らない（例えば単に現地の規則に従うという指示は不

可）。

 製品および包装に対して異なる廃棄物コードが適用され得

ることを考慮する。

 ES/SDS 関

連表参照
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見出し 小見出し 主要な内容 提案されるチェック ES 関連

セクション14：

輸送情報

（輸送上の注意）

14.1 国連番号

 道路、鉄道、海路、内陸水路

または航空輸送に対する基本

的分類情報

 情報はセクション 2.1 および 3 の物質および混合物の分類と

一致しなければならず、そうでない場合は説明しなければ

ならない。

 すべての情報は質問が出ることなく製品の輸送を可能にす

るほどに十分でなければならない。

14.2 UN 品名

14.3 輸送国連分類

14.4 容器等級

14.5 環境危険有害

性

14.6 使用者のため

の特別な安全対策

14.7MARPOL73/78
付属書 IIおよびIBC

コードによるばら

積み輸送される液

体物質

セクション 15：

規制情報

（適用法令）

15.1物質または混

合物に特定の安全

性、健康および環

境の規則/法規

 EU または 国内法規に関連す

る情報、例えば：

 REACH 認可

 REACH 制限

 オゾン層破壊物質

 難分解性汚染物質

 危険な 化学物質の輸出入

 SEVESO カテゴリー

 セクション 3 の物質識別情報に対する指示された法令の適

用可能性を確認する。

15.2 化学物質安全

性評価

 化学物質安全性評価が供給者

によって実施されたか指摘す

る。

 化学物質安全性評価 が指示されている場合、ES（ 危険な物

質の場合）もしくは安全使用情報（ 危険な複合混合物の場

合）が添付されているか、あるいは結果として生じるリス

ク管理措置（混合物の場合）が他の該当する SDS セクショ

ンに含まれていることを確認する。
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見出し 小見出し 主要な内容 提案されるチェック ES 関連

セクション16：

その他の情報

 安全データシートの SDS 編

集に関連する情報、例えば：

 以前のバージョンに対する変

更

 略語および頭字語

 参照文献およびデータの情報

源

 危険有害性情報または注意書

きの完全な文

 労働者に適した健康および環

境 トレーニング

 妥当性チェックに対する優先措置はない。

付属書：ばく露シナリオ

（該当する場合）

 セクション 4 参照。妥当性チェック – 拡張 SDS（ばく露シ

ナリオ）
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4. 妥当性チェック – EXT-SDS（ばく露シナ

リオ）

ばく露シナリオ（ES）は下記の各物質に対して求められる。

 10 t／年以上上市される物質

 CLPの下で危険有害物質として分類されるか、PBTもしくは vPvBとして評価される物質

AIG-REACHパート5.6参照。これは物質のばく露シナリオを混合物に対するSDSに含める別のオプショ

ンもカバーしている。業界の経験では、添付されたESの一部はいまだに不完全であるか適合していない

ため、川下ユーザーはREACH適合チェック（REACH37条）を行うためには供給者にいろいろ質問しな

ければならない（上流とのコミュニケーション）。

それゆえ、次の表4はどのようにばく露シナリオに関する妥当性チェックを行うかを示し、推奨される

拡張SDS REACH適合チェックについて説明した6章の参照を求める。

混合物に対するSDSが種々の物質に対して2つ以上のESを含む場合は、ESが作成される各々の物質につ

いて拡張SDS妥当性チェックを行うことが推奨される。

厳密な法的要件に従えばESは上市する国の言語で提供することになっているが、ACEAメンバーは、実

際にはそれに加えてオリジナルの英語版ESがあった方がしばしば良いことを承知している。なぜなら英

語版は現地語の翻訳版より正確であることが多いからである。

次の表4はECHAのフォーマット例を示している。これは法的要件ではなく、ばく露シナリオの標準的な

構造として使用されるべきである。利用可能なECHAの最新バージョンを使用することが常に推奨され

る。
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表 4： 妥当性チェック – Ext-SDS（ばく露シナリオ）

見出し /

小見出し
主要な内容 提案されるチェック

基本SDSの

関連セクシ

ョン

6章REACH

適合チェッ

ク

一般

 ES は川下ユーザーが REACH 適合（6 章参照）の目的

のために使用できる関連データによって構成されなけ

ればならない。散文のみからなる ES は川下ユーザーに

とって不十分なことが多い。

 ES で与えられた RMM 措置を 基本 SDS と比較する。

 ES の全体的な内容が 基本 SDS の内容と整合している

ことをチェックする。

1. ES タイトル /用途名 （寄与シ

ナリオ）

 ES タイトルと寄与シナリオは、サブセクション 1.2 で

規定された（または参照を求められた）関連する特定

用途と整合していなければならない。

1.2 6.1

2.ばく露に影響する使用条件
 見出しのみで、妥当性チェックに対する優先措置はな

い。

2.1 環境寄与シナリオ

 製品 （成形品） の特性
 情報はセクション 9 および 12 と整合していなければな

らない。
7、 8、 9

 使用量、使用の 頻度および時間 （また

は耐用年数）
 妥当性チェックに対する優先措置はない。 7、 8 6.3、 6.4

 技術的・組織的条件および措置
 情報はセクション 7 および 8.2（環境ばく露管理）と

整合していなければならない。
6、 7、 8.2

6.3

 下水処理施設に関係する条件および措

置

 情報はセクション 8.2 （環境ばく露管理）と整合してい

なければならない。
8.2、 13

 廃棄物（成形品の廃棄物を含む） の処

理に関係する条件および措置
 情報はセクション 13 と整合していなければならない。 13

 環境ばく露に影響する他の 条件  妥当性チェックに対する優先措置はない。 7

 追加の 実用的 アドバイス；REACH37

条（4）に従う義務は適用しない。
 妥当性チェックに対する優先措置はない。



AIG REACH– 付属書Q – 14/03/20197 29

見出し /

小見出し
主要な内容 提案されるチェック

基本SDSの

関連セクシ

ョン

6章REACH

適合チェッ

ク

2.2 労働者寄与シナリオ

 製品（成形品）の特性  情報はセクション 9 と整合していなければならない。 7、 8、 9

 使用量（または成形品に含まれている

量）、使用/ばく露の 頻度および時間
 妥当性チェックに対する優先措置はない。 7、 8 6.2、 6.4

 技術的・組織的条件および措置
 情報はセクション 7 および 8.2 （エンジニアリング管

理）と整合していなければならない。
5、 6、 7、
8.2

6.2
 個人 保護、衛生および健康 評価に関係

する 条件および措置

 情報はセクション 8.2 （個人用保護具の仕様） と整合

していなければならない。
5、 6、 7、
8.2

 労働者ばく露に影響するその他の条件  妥当性チェックに対する優先措置はない。 7、 8 6.2、 6.4

 追加の 実用的 アドバイス；REACH37

条（4）に従う義務は適用しない。
 妥当性チェックに対する優先措置はない。

3. ばく露 評価およびばく露源の

参照

 見出しのみで、妥当性チェックに対する優先措置はな

い。

3.1 環境寄与シナリオ

 放出速度

 放出量見積り方法

 使用するばく露予測ツール

 保護ターゲット

 予測環境濃度 （PEC）（ばく露予測

値）

 RCR (Risk Charactalisation Ratio)

 必要なデータがすべて揃っているかチェックする。

 RCR の計算をチェックする。
6.3. 6.4

3.2 労働者寄与シナリオ
 ばく露経路および影響のタイプ

 ばく露予測値

 RCR

 必要なデータがすべて揃っているかチェックする。

 RCR の計算をチェックする。
6.2、 6.4

4. 川下ユーザーが ESによって設

定された境界内で作業しているか

評価するためのガイダンス

 スケーリング方法

 スケーリングパラメータ

 スケーリングの境界

 必要なデータがすべて揃っているかチェックする。 6.4
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5. 妥当性チェックのフォローアップ

5.4. 妥当性チェックに合格

しない他の理由があるか？

c. 旧版のSDSをSDSアーカイブに加える
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5.1 供給者との連絡

SDSが妥当性チェックに合格しなかったら、供給者と連絡を取る。REACHは、受領者が分類を含む有害

性に関する新しい情報、または供給者のSDSで定義されたリスク管理措置の適切性を疑問視させるよう

なその他の情報を得たらサプライチェーンに知らせる義務を課している（REACH34条参照）。

これに関してすべてのケースで下記のことが推奨される。

 拒絶の理由を正確に伝える。

 可能な場合、規制の参照を求める （例えば REACH 付属書 II、ECHA の SDS ガイダンスなど）

 SDS の訂正を要求し、期限を合意する。

 何らかの合意または追加のデータを書面で確認する。

 合意された措置を追跡し、必要に応じて措置を段階的に引き上げる。

「サプライチェーンの供給者はこの規則に定める分類、表示および包装に関する

要求事項を満たすために協力しなければならない。」

（CLP 規則4条（9））

5.2 SDSの再提出

供給者がSDSの訂正および再提出に合意した場合は、訂正されたSDSを受け取ってから妥当性チェック

のプロセスを再開する。

5.3 分類不一致のチェック

分類に関する議論は、例えば下記の事項を含む。

 登録ドシエが存在する場合、なぜ分類が異なるのか?

 登録ドシエが存在しない場合、なぜ分類がCLP届出されなかったのか?

 分類を確認するための試験結果はあるか?
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受領者と供給者の間で分類について一致せず、両者の議論によって解決が見られない場合、受領者は以

下の幾つかのオプションからいずれか選択できる。

a. 供給者の分類を受け入れ、および/または使用する。これは暫定的な解決の場合もあり、引き続

き調査または試験が行われる。ただし、特に受領者が供給者の分類を疑問視させる情報を得て

いる場合は、受領者はこのオプションを安易に選択すべきではない。その場合は、製品の変更

（オプション b）または自己分類の変更（オプション c）が、供給者の分類を受け入れることに

伴う潜在的信頼性のためにより良いオプションである。

このオプションは複数の供給者が異なる分類を有する場合は可能ではないことに留意されたい。

さらにこのオプションを選択することは、サプライチェーンにおけるSDSのデータ品質を改善

しないことにも留意されたい。

b. 製品または供給者または両方とも変える。このオプションは、完全に認定された生産材料

（例えば車両接着剤）の場合は、必須ではない補助的材料（例えばトイレ用洗剤）の場合よ

り明らかに難しい。

c. 専門家の判定と信頼できる証拠による確信に基づいて自己分類を行う。その結果、SDSが物

質に対するREACH登録番号を含む場合は、受領者は6か月以内にREACH38条（4）に従う 分

類結果の報告義務を負うことになろう（http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-

submission-tools/reach-it/submitting-a-downstream-user-report-classification-differences 参

照）。

川下ユーザーは自己分類がいずれかの供給者の分類と同じであるか、あるいは物質それ自体

または混合物中の物質の使用量が1t／年以下の場合はECHAに報告する必要がない

（REACH38条（5）参照）。

さらにまたREACHの下で登録されていない物質については、受領者はECHAに届け出る義務

を負うことなく自己分類を行うチャンスがある。

影響を受ける別の届出者と議論して分類を公表するオプションは、C&Lインベントリーに自

発的に届け出るものである（CLP39条、 http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-

submission-tools/reach-it/notification-to-the-cl-inventory 参照 ）。川下ユーザーはCSR 義務が

適用されるまで6か月あるため、これは中間的解決として行うことができる（REACH39条（2）

参照）。

d. 国内所管当局のCLPヘルプデスクおよび/または該当する現地執行機関にアドバイスを求める。

その他の支援は、関連する事業者団体から得ることができよう。
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5.4 他の妥当性不一致のチェック

SDS用の分類以外で妥当性チェック不合格となる理由がある場合も、受領者は以下の幾つかのオプショ

ンからいずれか選択できる。

a. 供給者のSDS 情報を受け入れ、および/または使用する。これも暫定的な解決の場合もあり、

後から引き続き更新が求められることがある。ただし、受領者が供給者のSDS の内容を疑問視

させる情報を得ている場合は、このオプションを選択すべきではない。その場合は製品の変更

（オプション b）がより良いオプションであろう。オプションaは複数の供給者のSDSの内容が

異なる場合は可能ではないことに留意されたい。

b. 有害につながることが合理的に予想されない些細な不一致（例えばスペルミス、ページ番号の

欠落、小見出しの誤り）は無視する。ただし、些細な不一致が重なると、供給者の能力を疑問

視させることになろう。

c. 製品または供給者または両方を変える。

d. 関連する所管当局および/または該当する現地執行機関にアドバイスを求める。

5.5 記録管理

REACHはREACH適合を維持するために使用されたすべての情報を集め利用可能に保つという一般的要

件を含んでいる。この要件は、SDSに適用される場合は最低要件と見なすべきである。ただし、SDS情

報は長期的な人の健康および環境保護に関連する可能性があるため、SDS情報は無期限に維持すること

が推奨される。

ハードコピーまたは電子フォーマットのいずれで保管する場合も、将来的にも確実な電子フォーマット、

例えばPDFファイルでバックアップを取っておくことが推奨される。

各SDS の受領に関する記録を、次の要領で保存することが推奨される。

a. 妥当性チェックの内容と結果を文書化し、すべての下された決定、それに伴う措置およびそれ

らの成果を文書化する。

b. 該当する場合は、受け入れたSDSを受領会社自身のSDS文書管理システムに追加する

（REACH35条に従いSDS 情報へのアクセスを提供する義務も参照）。

c. 旧版のSDSを受領会社自身のSDSアーカイブに移す。

d. 受け取った新しい情報を考慮するために受領会社自身の物質レファレンスデータベースを更新

する。
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6. EXT-SDS REACH適合チェック

一般的注意事項

混合物のばく露シナリオは存在しない。なぜなら混合物それ自体はREACHの登録対象ではなく、化学物

質安全性報告書も法律によって要求されないからである。その代わり川下ユーザーは複合混合物に対し

て、幾つかの成分のES 情報をまとめた「混合物安全使用情報」（SUMI）を受け取ることがある。

REACHの下で規定された標準化されたフォーマットは存在しないが、このSUMIはESに似た外観をして

おり、職場に対する追加の情報および現場における環境安全性評価と見なすことが推奨される。

以下の章で拡張SDSまたはESが言及される箇所では、それらは該当する場合にはSUMIも含んでいるも

のと理解されてよい。

川下ユーザーは拡張SDSを、10 t／年以上上市（製造または輸入）される物質に対して、または混合物

に対して受け取ることがある。ES が必要であるかチェックするにはSDSのセクション15.2を参照する。

そこでは危険な物質または混合物中の物質に対してCSRが作成されたかに関する表明がなされる。

ES 情報が基本SDSの本体に統合されている場合、川下ユーザーはセクション1.2「関連する特定された

使用」で次の表明を見いだすことがある。「この安全データシートはESを統合された形態で含んでいる。

ばく露シナリオの内容は、この安全データシートのセクション1.2、8、9、12、15および16に含まれて

いる。」

REACHタイトルVに従い、川下ユーザーはESに記された境界内で作業しているかチェックし、その結果

を文書化する義務がある。加えて、物質が認可または制限される場合（これはSDSのセクション15で表

明される）、川下ユーザー は使用の条件が自身の使用と一致しているかチェックしなければならない。

そのような拡張SDSを受け取った川下ユーザーの主なタスクは、AIG-REACH5.6項「安全データシート

と川下ユーザーの義務」に示されている。次のフローチャートと以下の章に、川下ユーザーはいかにし

て REACH適合チェックを実行できるかについてより詳細に記し、幾つかの実例を示す。
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6.5 ext-SDS REACH適合チェックのフォローアップ

a. 供給者にext-SDSの変更依頼

d. ext-SDSと一致するようにプロセス変更

フローチャート6

ext-SDS適合チェック・ナビゲーター

開始：ext-SDSを供給者から受け取る

ext-SDS適合チェックに

合格したか？
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6.1 ショートタイトルと用途記述子のチェック

REACHは登録者に用途記述子システムを用いて特定された使用を提出することを要求する

（http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_en.pdf 参照）。それゆ

え用途記述子はExt-SDSおよびESの一部だということになる。REACHは拡張SDSを受け取る川下ユー

ザーに、それらの現在の用途がカバーされているかチェックすることを義務付ける。この比較を簡単に

するために、川下ユーザーもそれぞれの用途を記述するために用途記述子システムを採用することが推

奨される。

6.1.1 例 1 – ショートタイトルと用途記述子

川下ユーザーは生産工場で油圧油を使用しており、この製品に対してExt-SDSを受け取る。SDSのセク

ション1.2、16または付属書には、見出しに短い概要を記してすべての利用可能なESを載せた一覧表が

添付されている。（混合物SDSに対しては、代わりに混合物安全使用情報（SUMI）が添付されてもよ

い ）。

この例は ES 番号 14「自動車業界における油圧油の工業使用」に焦点を当てる。

表 6.1.1： 例 1 – ばく露シナリオ一覧

ES番

号

ばく露シナリオのショ

ートタイトル

用途記述子

SU PROC ERC spERC PC AC

1 物質の製造、 プロセス

ケミカルとして使用、

中間体として使用

SU 3

SU 8

PROC 1

PROC 2

PROC 3

PROC 4

PROC 8a

PROC 8b

PROC 9

ERC 6c - - -

…

14 自動車業界における油

圧油の工業使用

SU 3

SU 10

PROC 1

PROC 2

PROC 3

PROC 4

PROC 8a

PROC 8b

ERC 2 - PC 17 AC 1

ステップ 1：川下ユーザーは実際のサイトでの使用と一致するES、この場合はES番号14「自動車業界に

おける油圧油の工業使用」を選択する（ばく露シナリオが添付されていない場合は要求する）。
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ステップ 2：川下ユーザーは用途記述子を川下ユーザー自身の用途記述子と比較することによって

REACH適合チェックプロセスを開始する。

この比較のために、川下ユーザーも用途記述子システムを用いて実際の現地職場および環境プロセスを

記述する。以下に例 1に対する比較の結果を示す。

表 6.1.2： 例 1： 用途記述子の比較

ES番号14における用途記述子*
川下ユーザーの現地サイトにおける用途記

述子*
結果

SU 3 SU 3 

SU 10 - -

AC 1 AC 1 

PC 17 PC 17 

PROC 1、2、3、 4、8a、8b PROC 9 ?

ERC 2 ERC 7、 ERC 9b 

この例では PROC 1、2、3、4、8a、8b*は油圧油の製造工程のみを記述し、川下ユーザーのサイトにお

けるそれらの使用を記述していない。PROC 9*は寄与職場シナリオ「物質または調剤の小型容器への移

行 （計量を含む専用充填ライン）」に対応しており、ESの中にはないが、川下ユーザーの用途にとって

は必要である。 加えて環境に関しては、 ES内のERC 2は川下ユーザーのERC 7または9b（修理工場に

とって必要）をカバーしない。それゆえ川下ユーザーの使用条件はまだESによってカバーされない。

欠落しているPROCはよりランクの高い別のPROCによってカバーされることがある （PROC 階層）：

例えばPROC2「時折ばく露を検査する閉じた連続プロセスで使用 」は

PROC4「ばく露機会が生じるバッチおよび他のプロセス （合成）で使用」によってカバーされる。

川下ユーザーにはその用途をカバーさせるためのオプションが幾つかある （AIG-REACH 5.6項または

この付属書Qの6.5.1項参照）。



AIG REACH– 付属書Q – 14/03/20197 38

6.2 作業条件 （OC）の比較

ショートタイトルと用途記述子のチェック（上記6.1項参照）に合格したら、REACH適合チェックの次

のステップは川下ユーザーがESの境界内で作業しているかチェックすることである。これはさしあたり

川下ユーザーが実際の現地作業条件（OC）を、特定された適当なESに記載されているものと比較しな

ければならないことを意味する（リスク管理措置（RMM）のチェックについては6.3項参照）。

6.2.1 例 2 – 職場 OC

清浄剤については、以下のOCが適当なESに記載されている。

表 6.2.1： 例 2 – 職場OC （労働者ばく露の管理）

ES情報 ES値
川下ユーザーの現地サイト

値
結果

使用の時間と頻度
最大頻度

1 時間/日、 5 日/週
0.5 時間/日、5 日/週 

リスク管理に影響されない

人の係数

ばく露される皮膚範囲：

両手 （490 cm2）
両手で使用、皮膚保護 

労働者ばく露に影響する他

の作業条件
屋内使用 屋内使用 

個人保護、衛生および健康

評価に関係する 条件および

措置（労働者）

局所排気装置と一緒に使用

（効率： 80 %）

局所排気装置と一緒に使用

（効率： 90 %）


例2では、ESのすべてのOCは川下ユーザーによって満たされている。.

そうでない場合、例えば川下ユーザーが 清浄剤を2 時間/日使用するときは、ES 条件をより深くチェッ

クすることが要求されよう。例えば、川下ユーザーの使用はスケーリング（6.4項参照）の後でカバーさ

れるか、または川下ユーザーがESに記載された条件を実現することを決断するか、またはREACH37条

に従い川下ユーザーの化学物質安全性報告書（DU-CSR）を作成することになろう。

6.2.2 例 3 – 環境 OC

環境に関して、OCは一般に職場OCとは異なり、ときどきチェックするのが困難である。以下のばく露

パラメータについて、川下ユーザーが影響を及ぼすことができるパラメータとそうでないパラメータを
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区別することが重要である。

川下ユーザーが主に影響を及ぼすことができない

パラメータ

川下ユーザーが影響を及ぼすことができるパラメ

ータ

 受け取る水流

 下水処理施設 （処理能力、排水量）

 外部下水処理施設における生分解

 物質 / 混合物中の物質）の濃度

 物質 / 混合物中の物質の量

 生産効率（生産中の物質の除去/形成）、現場

STP による分解

 リスク管理措置（RMM）の効率

REACH適合チェックのために、川下ユーザーは川下ユーザーの生産データを適当なESに記載されてい

るOCと比較しなければならない。
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表 6.2.2.： 例 3 – 環境 OC（環境ばく露の管理）

ES 情報
ES 値 –

OC

川下ユーザーの現地サイト

値 –
OC

結果

サイト当りの年間量 5 kt/年 7 kt/年 

最大許容現場トン数

（Msafe）
100 kg/日 120 kg/日 

除去効率比 （現場）
水93.67 % 効率

空気0 % 効率

STP後60 %

空気0 % 効率


年間放出日 300 300 

リスク管理に影響されない環境係数

現地淡水希釈係数 10 24 

下水処理施設 （STP） のタ

イプ
現場STP 現場STP 

下水処理可能流量 2,000 m3/日 9,733 m³/年 

河川流量 18,000 m3/日 225,083 m³/年 

環境 ばく露に影響する使用のその他の与えられた作業条件

プロセスからの大気放出比

（RMM前の初期放出）
0.00001 放出なし 

プロセスからの廃水放出比

（RMM前の初期放出）
1 1 

プロセスからの土壌放出比

（RMM前の初期放出）
0 0 

例3では、川下ユーザーはDU OC（値）が供給者 ESで与えられた値と一致しないという結論に達するで

あろう。なぜなら、例えば現場最大現場トン数は許容値を超えているからである。川下ユーザーはスケ

ーリングするか （6.4項参照）、またはREACH37条に従い独自のDU-CSRを作成するか選択できる。
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6.3 リスク管理措置（RMM）の比較

川下ユーザーはリスク評価においてRMMを、ext-SDSで指示されているような推奨されるリスク管理措

置と比較しなければならない。ECHAの川下ユーザー・ガイダンスには「川下ユーザーはリスク管理措

置およびそれらの効果に関して与えられた情報を、川下ユーザーが適用する情報と比較しなければなら

ない」と書かれている。

RMM比較に関連して、効果は主要な情報として重要である。効果とは、リスク管理措置を適用すること

によって達成されるばく露または放出削減の程度である。

川下ユーザーは、リスク管理措置の効果がばく露シナリオで規定されているものと等しいかそれ以上で

あれば、それらがカバーされていると確信できる。

6.3.1 例 4： 職場 RMM

川下ユーザーはESの一部として職場に対して以下のRMMを受け取る。川下ユーザーは各々の寄与シナ

リオ（CS）に対して与えられたRMMを川下ユーザー自身のRMMと比較しなければならない。
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表 6.3.1.1： 例 4 – 職場 RMM （労働者ばく露の管理）

ES 情報

– 寄与シナリオ
ES 値
– RMM

川下ユーザーの現地サイト

値
– RMM

結果

一般的ばく露 （閉じた シス

テム） [CS15].

封じ込められたバッチプロ

セスでの使用 [CS37].

物質を閉じたシステム内部

で扱う [E47].

良好な水準の一般的換気を

提供する（1時間に3 ～5回

以上換気）[E11].

化学製品は主として閉じた

システム内で使用

良好な水準の換気装置を使

用 （1時間に15回換気） 

プロセスサンプリング
[CS2].

サンプリング中は適当な

換気装置を使用

研究室活動 [CS36].
具体的な措置は特定されな

い[EI18].

適当な手袋、眼および体の

保護具を使用

特別用途のために頭巾を用

意



ばら荷移送 [CS14].

材料移送が封じ込めまたは

排気換気下で行われるよう

にする [E66].

ばら荷移送作業中は局所排

気換気装置を使用 

混合作業 （オープンシステ

ム） [CS30].

エアロゾル生成の可能性
[CS138].

良好な水準の一般的換気ま

たは制御された換気を用意

（1時間に10～15回換気）
[E40].

良好な水準の換気装置を使

用（1時間に15回換気）


手作業 [CS34].

容器からの移送 /注入
[CS22].

EN 375に従って試験され

た適当な眼保護具および手

袋を着用 [PPE 14].

安全データシートのセクシ

ョン8参照.

適当なハーフマスクを使用

（保護係数：10）

適当な手袋 （ニトリルラ

バー）を使用



ドラム/バッチ移送 [CS8].

機器のクリーニングとメン

テナンス [CS39].

機器のならし運転またはメ

ンテナンスの前にシステム

のドレインとフラッシング

を行う [E55].

確保済み 

保管[CS67].

時折り制御されたばく露
[CS140]

物質を閉じたシステム内で

扱う [E47].

閉じた保管室を使用。良好

な水準の換気装置（1時間

に15回換気）を設置
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例4では、川下ユーザーのサイトで適用されるRMMはESに記載されているものと同等か、またはそれよ

り厳しく、物質の安全な使用を保証している。それゆえ職場での推定ばく露値は川下ユーザーのサイト

における値と類似していなければならず、その結果生じるRCRは1.0以下であるべきである。これは測定

によって確認されなければならない。

ESではばく露評価のために以下の推定ばく露 が使用された。

表 6.3.1.2： 例 4 – 職場ばく露推定およびばく露源の参照

PROC ばく露経路 ES 推定ばく露値
ES

RCR

川下ユーザー

の現地サイト

推定ばく露値

川下ユー

ザーの現

地サイト
RCR

結果

PROC 1
吸入 0.01 ppm 0.00

経皮 0.34 mg/kg bw/d 0.00

PROC 2
吸入 10.00 ppm 0.56

経皮 1.37 mg/kg bw/d 0.01

PROC 3
吸入 17.50 ppm 0.56

経皮 0.34 mg/kg bw/d 0.01

PROC 4
吸入 14.00 ppm 0.99 12.00 ppm 0.85 

経皮 6.86 mg/kg bw/d 0.00

PROC 8a
吸入 5.00 ppm 0.56

経皮 13.71 mg/kg bw/d 0.00

PROC 8b
吸入 7.00 ppm 0.79

経皮 6.86 mg/kg bw/d 0.04

PROC 9
吸入 10.00 ppm 0.56

経皮 6.96 mg/kg bw/d 0.04

BW：Body Weight
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PROC 14
吸入 15.00 ppm 0.85

経皮 3.43 mg/kg bw/d 0.02

PROC 15
吸入 10.00 ppm 0.39

経皮 0.34 mg/kg bw/d 0.04

PROC 4「顕著なばく露機会が生じるバッチ化学品製造における使用」（例えば材料の投入、サンプリ

ングまたは 放出の過程、および設計の性格上ばく露を招きやすい場合）は、ばく露推定における吸入経

路にとって最もクリティカルであることが明らかである。経皮は別途チェックされなければならない

（この例には含まれていない）。

川下ユーザーは実際の現地ばく露（吸入経路）を決定し、それぞれのRCR（ばく露 / DNEL）を計算し、

その結果をESに記載されている値と比較して、自身の使用が安全であることを確認しなければならない。

注意すべきは、川下ユーザーがESに記載されているOCおよびRMMを使用する場合、RCRは上掲の表に

示されているように、1.0未満でなければならないことである。

この例では、すべてのRMMは既に川下ユーザーのサイトで実施されており、クリティカルな PROC 4の

RCRはばく露測定によって確認されており、投入、サンプリングおよび放出の過程で12 ppmのばく露を

示した。それゆえそれ以上の措置は求められなかった。職場RMMのために、職場リスク評価プロセスの

一環としてREACH適合チェックを文書化することが推奨される。

6.3.2 例 5 – 環境 RMM

川下ユーザーはESの一部として以下の環境に対するRMMを受け取る。川下ユーザーは与えられたRMM

を川下ユーザーのサイトにおける 実際の現地RMMと比較しなければならない。
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表 6.3.2.1： 例 5 – 環境 RMM （環境ばく露の管理）

ES 情報

– 寄与シナリオ
ES 値
– RMM

川下ユーザーの現地サイト

値
– RMM

結果

流出、大気放出および土壌

放出を削減または制限する

ための現場の技術的条件お

よび措置

大気放出を処理して典型的

な捕集効率 0%を達成する
[TCR 7]

エアフィルターが設置され

ている 

溶解されない物質の廃水へ

の流出防止または廃水処理
[TCR14]

流出は防止されている 

プロセスからの大気放出比

（EU溶媒排出指令の要求

事項に従う典型的な現場

RMMの後） [OOC11]

OK 

サイトからの放出を防止/制

限するための組織的措置

産業スラッジを自然土壌に

加えてはならない [OMS2]
産業スラッジを採取し、国

内規則に従って処分する。
スラッジは焼却、封じ込め

または再生処理しなければ

ならない [OMS3]

都市下水処理施設に関係す

る条件および措置

家庭下水処理による廃水か

らの推定物質除去93.67

（%） [STP3]

STP 効率： 95 % 

廃棄物の外部処理処分に関

係する条件および措置

廃水に対して次の化学処理

法を使用： 油水分離

下水処理施設の前に油水分

離を使用
廃棄物の外部処理処分は現

地 および/または 国内規則

に準拠しなければならない
[ETW 3]

廃棄物の外部再生処理に関

係する条件および措置

廃棄物の外部再生処理およ

びリサイクルは現地および

/または国内規則に準拠し

なければならない[ERW 1]

廃棄物は危険有害廃棄物と

して処分


例5では、川下ユーザーのサイトで適用されるRMMはESに記載されているものと同等か、またはそれよ

り厳しく、物質の安全な使用を保証している。それゆえ予測環境濃度は川下ユーザーのサイトにおける

予測環境濃度と類似していなければならず、その結果生じるRCRは1.0以下であるべきである。いずれに

しても、適切な環境保護ターゲットにおいて実際の物質濃度を測定することは可能でない。なぜならす
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べての物質に対する標準的な測定方法は存在しないからであり、またしばしば、より一般的なパラメー

タが使用されているからである。

PNECは通常特定のSTPおよびその地表水への放出に関係しており、それゆえサイトに特有である。廃

水中の廃棄物濃度は通常は川下ユーザーが使用する機器に特有であり、それゆえ特定の現地サイトで測

定することにより廃水物中の主要な物質濃度を計算できる。

現地の許容限度が存在する場合、それらの値とREACH PNEC 値を順守しなければならない。

川下ユーザーのサイトで計算される以下の予測環境濃度（PEC）（6.4.2項参照）は、ESに記載さ

れた値を超えてはならず、 RCRは1.0未満でなければならない。

表 6.3.2.2： 例 5 – 環境ばく露推定およびばく露源の参照

工業用途
保護ターゲ

ット
ES PEC ES RCR

川下ユーザー

の現地サイト
PEClocal

川下ユーザー

の現地サイト
RCRlocal

結果

ERC2

淡水 0.01380 mg/l 0.0422

海水 0.00533 mg/l 0.0163

淡水沈殿物 0.01480 mg/kg 0.0546

海水沈殿物 0.05710 mg/kg 0.0211

土壌 0.01350 mg/kg 0.00665

STP 0.52700 mg/l 0.0810 0.45 mg/l 0.069 

大気 0.23200 mg/m3 該当せず

例5では、RCRが1.0を十分下回っているので、問題は生じないはずである。クリティカルな保護ターゲ

ットはSTPであるが、ここでもRCRは1.0を大きく下回っている。それゆえこれ以上の措置は求められな

い。
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6.4 スケーリング

ばく露シナリオのデータには、次のような特徴がある。

 しばしば最悪ケースの仮定に基づいている。

 しばしば実際の現場条件と適合しない。

 それらの条件に合うように修正可能でなければならない。

それゆえ 川下ユーザーは、データがいわゆる「スケーリング」プロセスの後でES 条件に合致すると結

論付けることが許されている。

「スケーリング」は数値が完全に比較可能でない場合に定性的仮定をするために使用できる。簡単に言

えば、スケーリングは、ESで与えられたばく露決定パラメータの一部を修正して自身のパラメータと比

較できるようにしてそれらと適合させることを意味する。

時として「スケーリング」はオリジナルのばく露評価ツールを使用せずに行うことができるが、ほとん

どの場合は ESに記載されているのと同じ計算ツールを使うことが必要である。残念ながら唯一のばく露

評価ツールというものは存在しない。最も重要なツールは職場ばく露評価に対してはECETOC-TRA、環

境評価に対してはEUSESである。川下ユーザーが複数のスケーリングツールを適用することも起こり得

る。一般にスケーリングに対して（他の多くのREACHプロセスと同様）、特別の知識が必要とされる。

自動車業界などのエンドユーザーのために、一部の供給者は特定の用途、例えば前処理および/または

コーティングなどのためのスケーリングツールを開発した。

川下ユーザーは、それぞれの供給者にスケーリングツールを理解するうえでサポートが必要か尋ねるこ

とが推奨される。

一般に、スケーリングが可能なのは次の場合に限られる。

 ベースとして定量的リスク評価が存在する場合。

 測定されたデータ（例えば最悪ケースのシナリオ）の代わりにばく露評価ツールを使用する場合。

 ばく露レベルが著しく変更されない場合。つまり ES に記載された条件が非常に小さい範囲での

み変更される場合。

スケーリングツールがESを通して提供されない場合は、標準的な一次方程式を使用できる。
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ばく露決定パラメータ （例えば河川流量、STP 処理能力 / 排水量） が川下ユーザーの

影響下にないためにときどき 川下ユーザーがスケーリングを使えないことがある。

そのような場合は DU-CSRが唯一の選択肢である。

ESに適合するために作業条件の大幅な変更を行なわなければならないような場合には、スケーリングを

適用する能力とDU-CSRを作成する必要性との境界線が交わる。

6.4.1 例 6 – 職場スケーリング

ESには使用の頻度は120 min/半シフトを超えてはならず、製品は効率 80 %の局所排気装置と一緒に使用

されなければならない。

表 6.4.1： 例 6 – スケーリング： 職場 OC（労働者ばく露の管理）

ES 情報 – 生産情報
ES 値
–OC

川下ユーザーの現地サイト

値
–OC

スケーリン

グ後の結果

使用の時間および頻度
120 min； 半シフト

（4 h）

60 min / シフト

（2 h）


リスク管理に影響されない

人の係数

ばく露される皮膚範囲：

両手 （490 cm2）

ばく露される皮膚範囲：

両手


他の作業条件に影響する労

働者ばく露
屋内使用 屋内使用 

個人保護、 衛生および健康

評価 （労働者） に関係する

条件および措置

局所排気装置 （効率：

80 %）と一緒に使用

局所排気装置 （効率：

70 %）と一緒に使用 ?

例6では、川下ユーザーは、川下ユーザーの現地使用の 時間と頻度（2時間当り60分）はESに記載され

たOC（4時間当り120分）に等しいことを、単純な一次計算を用いたスケーリングによって比較的容易

に示すことができる。

局所排気装置に疑問符が付いているのは、川下ユーザーの現地効率がESで指定された値より10 %低いた

めである。それゆえ川下ユーザーが ESの境界内で作業しているかどうか不明なままである。
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この例では、 ESには「スケーリングについてはhttp://www.ecetoc.org/tra参照」と記されている。それゆ

え川下ユーザーは同じスケーリングツール ECETOC-TRAを使用しなければならない。ECETOC-TRAに

おいて川下ユーザーは局所排気装置の効率を80%から70%に変更しなければならず、ESで指定された他

のすべてのパラメータはそのままで計算しなおさなければならない。次いで川下ユーザーはツール内で

再計算したデータが安全な使用に至るかチェックしなければならない。

代替として、川下ユーザーはばく露測定により、川下ユーザーの現地OCおよびRMMの下での使用は安

全であることを示すことができ、これを職場リスク評価の枠内で完全に文書化するか、または他のばく

露評価方法を使うことができる。

RCRが1.00をわずかしか下回らない場合は、スケーリングが成功しない可能性がある。

6.4.2 例 7 – 環境スケーリング

川下ユーザーはREACH適合チェックに対して既に以下のパラメータを決定した（例 3：現場PEC；環境

に関係するOC/ RMM参照）。
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表 6.4.2： 例 7 – スケーリング： 環境OC（環境ばく露の管理）

ES 情報

– 生産情報
ES 値
–OC

川下ユーザーの現地サイト

値
–OC

スケーリン

グ後の結果

最大許容現場トン数

（Msafe）

150 t／年

（PNECaqua：20.6 µg/l）

20 t／年

（スケーリングによる計

算；PEClocal： 1.2 µg/l）



除去効率比 （現場）

（FSTP）

水99 % 効率 60 % STP 効率

90 % STP 処理能力


年間放出日（Tem） 300 300 

リスク管理に影響されない環境係数

現地淡水希釈係数（下水

道）
10 24 

下水処理施設（STP）のタ

イプ
現場STP 現場STP 

下水処理流量 2000 m3/日 8000 m³/年 

河川流量 （Qriver flow rate） 18,000 m3/日 185,000 m³/年 

環境ばく露に影響する使用のその他の与えられた作業条件

RMM 後の典型的な水放出

（Fw）
10 %

42 %（幾つかの生産方法 –

平均放出） 

川下ユーザーはOCおよびRMMに対して異なる効率係数があることを承知しているので、川下ユーザー

が ESの境界内で作業していることを示すためにスケーリングを用いる。環境に対する最も重要なスケー

リングツール（EUSES）は、以下に示すように予測環境濃度（PEC）の計算式（線形アプローチ）に基

づいている。
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PEClocal =
M x C x (1 – Fw) x (1 – FRMM) x (1 – FSTP) PEClocal 予測環境濃度（現地）

M 物 質 日 量 ま た は Msafe

（EClocalが既に決定されてい

る場合）

C 製品中の物質濃度

Fw 放出係数： 物質量

FRMM RMMの効率

FSTP STPからの推定物質除去

Tem 放出時間、作業日数

処理能力 STP 処理能力

希釈 希釈係数、下水道

処理能力 x 希釈 x Tem

Msafe =
PEClocal x 処理能力 x 希釈 x Tem

C x (1 – Fw) x (1 - FRMM) x (1 - FSTP)

RCRlocal
=

PEClocal

PNEC

川下ユーザーの現場における最大使用量の計算値がESに記載されたMsafe 値を超えない限り、使用は安全

であると見なすことができる。 川下ユーザーは、RCRlocal が1.0未満である限りES の境界内で作業して

いると結論付けられる。

一部の当局はRCRが0.5未満であることを要求している。これは言うまでもなくMsafe localに影響する。

なぜなら通常 MsafeはRCRを0.99と仮定して計算されるからである。

例 7では、川下ユーザーはスケーリングプロセスに従って PEClocalを決定し、上記の式を用いて川下ユー

ザーの現地最大安全量（Msafe）を計算し、川下ユーザーは ESに記載された PECおよび Msafeを十分下回

って操業しているという結論に達した。式は淡水/地表水に適用可能である。ばく露に関係する他のすべ

てのパラメータも必要があれば変更できる。
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コーティングプロセスに対してACEA自体はspERCを提供する （http://www.acea.be/industry-

topics/tag/category/reach： REACH：拡張安全データシート23/08/2013参照）

6.5 EXT-SDS REACH適合チェックのフォローアップ

上述したREACH適合チェック（ステップ 6.1 ～ 6.4）が不合格の場合、川下ユーザーは幾つかの選択肢

がある。

6.5.1 ext-SDS適合 チェックが不合格の場合の選択肢

a. 供給者にext-SDSを変更するよう要請する。欠落している特定された使用を川上の供給者に知

らせ、供給者がこの欠落している使用を登録できるように十分な情報を提供する。

b. 製品/供給者を変更する。

c. 供給者のext-SDSによってカバーされない特定された使用についてDU-CSRを作成する

（REACH37条参照）。これと並行して川下ユーザーは欠落している特定された使用を6か月

以内にECHAに報告しなければならない （REACH38条参照）。

d. 川下ユーザーのプロセスをext-SDSに合致するように変更する。川下ユーザーはESのOCおよ

びRMMを適用するために12か月の時間がある（REACH 39条参照）。

6.5.2 記録の更新

REACH適合チェックの結果をハードコピーまたは電子フォーマットに文書化することが推奨される。

これは川下ユーザー自身の職場安全または環境リスク評価の一環として行うか、または各社が内部使用

のために開発した特別の専用フォームを用いて行うことができる。
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7. 略語と定義

AC 成形品カテゴリー

Article Category

ACEA 欧州自動車工業会

European Automobile

Manufacturers Association

AIG-REACH REACHに関する自動車業界ガイ

ドライン

Automotive Industry Guideline on

REACH

ATE 急性毒性評価

Acute Toxicity Estimate

ATEmix 混合物の急性毒性評価

Acute Toxicity Estimate for

Mixture

基本SDS 16セクションからなる安全データ

シート

即ち添付されたばく露シナリオを

含まない； SDS、 ext-SDS、 ES

も参照

The 16 sections of the Safety

Data Sheet

i.e. not including any attached

Exposure Scenarios; see also

SDS, Ext-SDS, ES

C & L 分類と表示

Classification & Labelling

CLP 分類、表示および包装規則 No.

1272/2008

Classification, Labelling and

Packaging Regulation No.

1272/2008

CMR 発癌性・変異原性・生殖毒性

Carcinogenic, Mutagenic, Toxic

for Reproduction

CSR 化学物質安全性報告書

Chemical Safety Report

DNEL 導出無影響レベル

Derived No Effect Level

DPD 危険調剤指令 99/45/EC

Dangerous Preparations Directive

99/45/EC

DSD 危険物質指令 67/548/EEC

Dangerous Substances Directive

67/548/EEC

DU 川下ユーザー

Downstream User

ECHA 欧州化学品庁

European Chemical Agency

EINECS 欧州既存商用化学物質インベント

リー

European Inventory of Existing

Commercial Chemical

Substances

ELINCS 欧州届出化学物質リスト

European List of Notified

Chemical Substances

End-User 工業プロセスまたは職業活動に関

連して製品中に残らない物質を使

用する川下ユーザー

Downstream Users who use

substances which do not remain

in the product in the context of an
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industrial process or professional

operation

ERC 環境放出カテゴリー

Environmental Release

Categories

ES ばく露シナリオ

Exposure Scenario

ext-SDS 拡張安全データシート

即ち1以上のばく露シナリオを含

む

Extended Safety Data Sheet

i.e. one that includes one or more

Exposure Scenarios

mg/kg bw/d 1日につき体重1キログラム当たり

ミリグラム

Milligrams per kilogram of body

weight per day

OC 作業条件

Operational Conditions

OEM 相手先ブランドの製造会社（この

文書では車両製造者と仮定する）

Original Equipment Manufacturer

In this document assumed to be

the vehicle manufacturer

PBT 難分解性・生体蓄積性・毒性

Persistent, Bio-accumulative and

Toxic

PC 製品カテゴリー

Product Category

PEC 予測ばく露濃度

Predicted Exposure Concentration

PNEC 予測無影響濃度

Predicted No Effect Concentration

PPE 個人用保護具

Personal Protective Equipment

PROC プロセスカテゴリー

Process Category

RCR リスク判定比

Risk Characterisation Ratio

REACH 化学物質の登録、評価、認可およ

び制限に関する規則

No.1907/2006

Registration, Evaluation,

Authorisation (and Restriction) of

Chemicals Regulation No.

1907/2006

RMM リスク管理措置

Risk Management Measure

SDS 安全データシート

「基本SDS」と言わない限り

「SDS」の用語はext-SDSも含む

ものと見なされる。基本SDS、

ext-SDSも参照

Safety Data Sheet

Unless referred to as “Basic SDS,

the term “SDS” is taken to also

include Ext-SDS; see also Basic

SDS, Ext-SDS

spERC 特異的環境放出カテゴリー

Specific Environmental Release

Category

STP 下水処理施設

Sewage Treatment Plant

SU 用途セクター

Sector of Use

SUMI 混合物安全使用情報

Safe Use Mixtures Information
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8. 参考文書

8.1 法令

BPR：殺生物性製品規則 （EU） No 528/2012

CLP：物質および混合物の分類、表示および包装に関する規則 （EC） No 1272/2008

DPD： 危険調剤指令 99/45/EC

DSD： 危険物質指令 67/548/EEC

労働者保護指令 98/24/EC

火工品指令 2013/29/EU

REACH：化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則（EC）No 1907/2006；規則 No

453/2010および規制 No. 2015/830により改正

溶媒排出指令 1999/13/EC
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8.2 ガイダンス、情報およびツール

ECHA フォーラム REACH-EN-FORCE 2 プロジェクト 報告書： 川下ユーザーの義務 - 混合物の調合者
http://echa.europa.eu/documents/10162/13577/forum_report_ref2_en.pdf

川下ユーザーのためのECHAガイダンス
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13634/du_en.pdf

情報 要件および化学物質安全性評価に関するECHAガイダンス ； 環境ばく露評価
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r16_en.pdf

情報 要件および化学物質安全性評価に関するECHAガイダンス； 記述子システムの使用
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_en.pdf

CLP基準の適用に関するECHAガイダンス
http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf

安全データシートの編集に関するECHAガイダンス
http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/sds_en.pdf

安全データシートに付属すべきばく露シナリオのECHA 具体例； 第2部： 例
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/illustrative_example_es_part2_example_en.pdf

化学物質に関するECHA情報； 化学物質の検索
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals

ECHA プロジェクト「REACH – EN – FORCE 2」
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13577/forum_report_ref2_en.pdf

欧州化学物質生態毒性および毒性センター– ターゲットリスク評価 （ECETOC-TRA）
http://www.ecetoc.org/tra

物質の評価のための欧州連合システム （EUSES）
https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/european-union-system-evaluation-substances

安全データシートのサンプルテンプレート
http://www.esdscom.eu/english/euphrac-phrases/sds-templates/
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8.3 改訂履歴

文書フッター 章 概要

AIG V3.1 – 付属書

Q – 2015年7月3日
すべて 第1版

AIG V3.1 – 付属書

Q – 2016年3月21日

1

本文を改訂された フローチャート 1.1, 1.2 および 1.3に合わせ

て全面的に書き換えた。

フローチャート 1a および 1bをフローチャート 1.1, 1.2 および

1.3に置き換えた。

2
フローチャート 2、分類チェックを更新し、最後のボックスに

「該当する場合」を追加した。

3 「2.2表示要素」の推奨事項に認可番号を追加した。

8.1 REACH参考文書を追加した。

8.3 新しい第 8.3章「変更履歴」を設けた。

AIG V4.0 – 付属書

Q –2017年10月27

日

すべて 現行 ACEA文書テンプレートに合わせて再フォーマットした。

0 「発効日」を 改訂した。

1 DSD/DPD 経過措置の失効に合わせて本文を改訂した。

DSD/DPD 経過措置の失効に合わせてフローチャート 1.1 およ

び 1.2 を改訂し、 フローチャート 1.3を削除した。

3 DSD/DPD 経過措置の失効に合わせて表 3を 改訂した (セクショ

ン 2, 3および16)


