(修正版) 19th SVHC Public consultation for 8 substances （2018/3/8～4/23)
https://echa.europa.eu/substances-of-very-high-concern-identification

No.

Substance name

EC number

205-883-8

CAS RN

®

191-24-2

1 Benzo[ghi]perylene
2

Decamethylcyclopentasiloxane
(D5)

208-764-9

541-02-6

234-541-0

12008-41-2

Proposing
authority

208-762-8

540-97-6
107-15-3

7439-92-1

7

209-136-7
262-967-7

8 Terphenyl hydrogenated

556-67-2
61788-32-7

詳細情報

デカメチルシクロペンタシ
ロキサン

×

詳細情報

Sweden

Toxic for reproduction
(Article 57c)

八ホウ酸二ナトリウムアン
ヒドロ亜酸

○

詳細情報

PBT (Article 57 d);
vPvB Art.57(e)

ドデカメチルシクロヘキサ
シロキサン

×

詳細情報

Respiratory sensitising
properties (Article 57(f) human health)

エチレンジアミン
×

詳細情報

Toxic for reproduction
(Article 57c)

鉛
○

詳細情報

×

詳細情報

×

詳細情報

ECHA
ECHA

Sweden

6 Lead
Octamethylcyclotetra
siloxane (D4)

×

PBT (Article 57d);
Germany vPvB (Article 57e)

5 Ethylenediamine
231-100-4

提案書原文

ベンゾ［g, h, i］ペリレン

4 (D6)
203-468-6

和名

Denmark PBT (Article 57 d);
vPvB Art.57(e)

3 Disodium octaborate
Dodecamethylcyclohexasiloxane

Reason for proposing

chemSHERPA 物質
リストVer1.050での
収載状況
○：収載済
×：未収載
△：一部収載済

Germany PBT (Article 57 d);
vPvB Art.57(e)
Finland

vPvB Art.57(e)

オクタメチルシクロテトラ
シロキサン
水素化テルフェニル

1

用途に関する情報 (情報源：ECHA Weekly - 14 March 2018における報告より)
ECHA Weekly - 14 March 2018：https://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/echa-weekly-14-march-2018
No.

Substance name
Benzo[ghi]perylene

1

2

Disodium octaborate

used in antifreeze products, heat transfer fluids, lubricants and greases and
washing and cleaning products;

Dodecamethylcyclohexasiloxane
(D6)
Ethylenediamine

used in polishes and waxes, washing and cleaning products, and cosmetics
and personal care products
used in adhesives and sealants, coating products, fillers, putties, plasters,
modelling clay, and pH regulators and water treatment products

Lead

used in metals, welding and soldering products, metal surface treatment
products, polymers and heat transfer fluids;

光沢剤及びワックス、洗浄製品及び化粧品及
びパーソナルケア製品における使用
接着剤及び封止剤、コーティング製品、充填
剤、パテ、しっくい、成型粘土及びpH調節剤
及び水処理製品における使用
金属、溶接及びはんだ製品、金属表面処理製
品、ポリマー及び熱伝道流体における使用

Octamethylcyclotetra
siloxane (D4)

used in washing and cleaning products, cosmetics and personal care
products and polishes and waxes

洗浄製品、化粧品及びパーソナルケア製品、
光沢剤及びワックスにおける使用

Terphenyl hydrogenated

used as plastic additive, as solvent, in coatings/inks, in adhesives and
sealants;

プラスチックの添加剤として、溶剤としての
使用、コーティング/インク中、接着剤及び封
止材中での使用

6

8

REACH 規則での登録はない。通常、意図的に
生産されず、むしろ、その他の物質の成分又
は不純物として生成する。
化粧品及びパーソナルケア製品、光沢剤及び
ワックス、洗浄製品及び繊維加工製品及び色
素における使用
凍結防止剤、熱伝道流体、潤滑油及びグリー
ス及び洗浄剤製品における使用

used in cosmetics and personal care products, polishes and waxes, washing
and cleaning products and textile treatment products and dyes.

5

7

not registered under REACH; normally not produced intentionally, but
rather occurs as a constituent or impurity in other substances.

用途（参考和訳）

Decamethylcyclopenta
siloxane (D5)

3
4

Use (from ECHA Weekly - 14 March 2018)

上記の用途に関する情報は、ECHA Weekly - 14 March 2018における記載内容を引用いたしました。更に詳細な情報については、上記の詳細情報のリンク先にある
提案書原文の中のINFORMATION ON USES OF THE SUBSTANCEの章をご参照ください。

以上

2

