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改訂アプローチ。本改訂には以下を含む：

本手引の範囲に一致するように、タイトルの修正。

新たなアプローチおよび改訂手引を示すための序文の
Section R.18.1 の追加。

手引の目的の導入： 物質の廃棄物ステージのばく露ア
セスメントおよび廃棄物関連情報の供給連鎖の下流へ
の伝達についての助言を提供すること。
CSA に必要な廃棄物関連情報に関する付属書Ⅵの参
考文献の Section R.18.1 への追加。

廃棄物の流れの特性化のワークフローについてのより
多くの情報および Section R.18.2 の新しい構造の詳述
および提供。以下の事項の定義と特定のための追加の
サブセクション
－廃棄物の起源： 廃棄物のタイプの特定
－廃棄物の行き先： 廃棄物ステージのアセスメント
のための 3 つの主要廃棄物経路の導入（都市廃棄
物の廃棄、都市廃棄物のリサイクル、有害性廃棄
物の処理）
－廃棄物ステージの適切性： アセスメント範囲の確
定。廃棄物ステージの非適切性の可能性について
判断するためのクライテリアの例の提供。

－実施されるべきアセスメントのタイプ： ケースバ
イケースの原則で、廃棄物ステージの定性的ある
いは定量的アセスメントを実施する必要があるこ
とがある。廃棄物ライフステージ期間中のリスク
に関する追加の定性的考察の付録 R.13-1 からの
リストが改正され、定性的論証の一部としてサブ
セクションに記載された。
REACH および廃棄物法との間の境界に関する情報に
ついての専用の Section R.18.2.4 の創設。

定量的アセスメント戦略の改訂、および局所と地域の
放出を考慮する方法および環境ばく露アセスメントに
ついて第 R16 章で使用される方法の導入。i)特定およ
び ii)一般の 2 つの部分からなる定量的アセスメントお
よび放出率の推定のアプローチの導入。
Section R.18.3 の削除。
Section R.18.4 の第一段階のばく露アセスメントの新
しいアプローチの詳細な解説との置き換え。放出推定
の主要決定因子および適切な廃棄物処理プロセスの放
出率の計算の策定。
追加 Section R.18.5 中への、リスク特性化のためにば
く露アセスメント結果を用いる方法についての情報の
追加。

定性的アセスメントの可能性のある結果についての
Section R.18.6 項の追加。

廃棄物ライフステージ期間中のリスクの適切な管理を
供給連鎖に沿って文書化し、情報伝達する方法につい
ての新しい Section R.18.7 の追加。

14 個の廃棄物処理方法についての環境放出情報、特定
された使用についての ES 中の廃棄物関連情報、スプ
レー塗装についての ES 中の廃棄物関連情報および廃
棄物処理作業についての ES フォーマットに関する付
録の削除。

廃棄物ライフサイクルステージについての関連用語を
一覧している付録 R.18-1 の追加。

以下の項目に関する、廃棄物処理プロセスのシナリオ
についての環境への放出係数の初期設定値の付録
R.18-2 中での規定および一般的精緻化の考察：
－埋め立て
－都市廃棄物焼却
－細断
－道路建設
－ポリマーのリサイクル
－金属のリサイクル
－紙のリサイクル
－ガラスのリサイクル
－有害性廃棄物焼却
－蒸留
－分別

新しい廃棄物処理プロセスの一覧表およびそのプロセ
スと放出係数値に従って物質の分配を決定するパラメ
ータの特定の簡単なスキームの付録 R.18-3 での追加。

廃棄物になる割合、1 日当たりおよびサイト当たりの
使用される最高量および地域で年間に処理される廃棄
物中に含まれる物質の最高量についての ES 構築のた
めの初期設定値の付録 R.18-4 中への追加。
放出推定のための精緻化の選択肢および一般的 ES に
関する情報についての付録 R.18-5 の追加。

方法実施の実例についての2 つの例の付録R.18-6 およ
び付録 R.18-7 中への追加。
第 2.1 版

訂正:

2012 年 10 月

発行予定無し。

(i) DSD/DPD の参照を CLP 参照と置き換える
(ii) RIP-oN3 から生じるナノ材料に関するマイナーな
忠告を導入する
(iii)追加のマイナーな編集上の変更/訂正
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