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2. REACHとは 
Registration, Evaluation, Authorization & Restriction of Chemicals 

（2007年6月に施行されたEUにおける化学物質の登録、評価、承認制度） 

これまで届出不要だった既存化学物質もデータを付けて登録義務化 

（同じ物質でも、製造者、輸入者毎に登録必要。代理人(OR)制度あり） 

No Registration → No Market！（登録なくして市場なし） 

登録 登録猶予期間③ 

  ≧10t/y 

≧1t/y 

登録猶予期間② 

  ≧100t/y 

 

登録猶予期間① 

  ≧1,000t/y 

  ≧100t/y R50/53 

 ≧1t/y  CMR 1,2 

2007/6/1 

 施行 

2010/11/30 

 (Phase I) 

2013/5/31 

(Phase II) 

2008/6/1～12/1 

  予備登録 
2018/5/31 

(Phase III) 

化学品庁 

設立準備 

予備登録 

（6ヶ月） 
 

 

 
 

SIEF（Substance Information Exchange Forum 施行後11年間） 

登録 （1事業者あたり1t/y以上の物質）→予備登録により登録猶予が与えられる！ 

2009/1/1登録開始 
We are here 

★ 
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2. REACHとは 
Registration, Evaluation, Authorization & Restriction of Chemicals 

 登録 実績と予測 

 2018年登録の予測 

 多くの小サイズのSIEF （物質情報交換フォーラム）   
                 Substance Information Exchange Forum  

 各個別企業の登録 

 中小企業の比率上昇 5 

Ninth Stakeholders’ Day 資料より 



2008年当時、仕入先メーカーが予備登録完了 

    本当に大丈夫でしょうか？ 

3. REACH規則対応におけるリスク 

登録猶予期間（1～100ｔ/Y） 

2008 2018.5 

予備登録完了！ 大丈夫かな･･･ え゛ 

登録完了！ 

NOW 
2014 
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  ⇒予備登録はあくまで猶予です！ 

    ・・・ 一時的対応.. 決断の先送りの状態？ 

    登録の確約は？本当に登録されるのか？ 

 予備登録後の登録状況や登録意思を確認していますか？ 
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3. REACH規則対応におけるリスク 



  登録されるとしても、コストの認識、その負担について 

  協議されていますか？ 

  ・・・2018年期限の登録物質は数量が少ない為、 

    登録すると採算が取れなくなる可能性がある。 

コストはどれくらいかかるの？ 

誰が負担するの？うちが負担！？ 
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3. REACH規則対応におけるリスク 



  2018年はまだ先のことなのでしょうか？ 

   →供給先の登録状況、登録意志の確認 

   →登録に関する交渉 

   →登録作業 
        SIEFやコンソーシアムの状況、先導登録者の有無、 

        物質同一性の確認、必要データの有無、 

        試験機関の確保、ドシエの作成、ECHAの対応 etc… 

 

登録されないと判明した場合、供給停止による責任問題や切替可否 

などの対応のため顧客への早めのアナウンスや交渉が必要となる。 
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3. REACH規則対応におけるリスク 



混合物の場合、さらに問題が複雑化します！ 

     

モノマーaの 

製造者A 

顔料xの 

製造者X 

樹脂P1の 

製造者P1     

モノマーbの 

製造者B 

溶剤ｙの 

製造者Y 

OR-A  

塗料 P２の 

輸入者（I） 

塗料P2の 

製造者P2 

OR-B  OR-X  

OR-Y  

塗料の輸入 

（ﾓﾉﾏｰaの 

登録） 

塗料P2の 

輸出者E 
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3. REACH規則対応におけるリスク 



    

   →１ｔ/年以上の組成化学物質はすべて登録必要。 

   →仕入先・上流メーカーが対応しない場合、商社では、 

     そもそも組成物質情報の把握が困難。 
         （組成物質情報は、混合物メーカーのCBI（企業秘密情報）） 

   →サプライチェーンが長く、CBIの問題もあり、 

     情報の伝達がさらに困難となる。 
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 混合物の場合のリスク増加要因 

3. REACH規則対応におけるリスク 
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OR指名者 中間企業 域内輸入者（域外輸出者） 

DUになりたい人が 
何か言ってくるのがスジ 

当社が旗を振ることではない 
登録者が何も言ってこない

のでとても不安 

頼まれた範囲でしか 
登録するつもりがない 

登録するとかしないとか 
当社は全く興味ない 

登録でカバーされたい 
どうすれば担保できるか 

輸入者って誰？ 
教えてよ（悲鳴ではない） 

下手に情報伝達すると 
独禁上危ないぞ 

ORって誰？ 
教えてくれー（悲鳴） 

輸入者調査をしようとしたら 
スカ（域外商流）が大多数 
⇒ヤル気が起きない OR調査をしようとしても 

CBIを楯に教えてくれない 

万一登録範囲外の輸入が 
あっても、輸入者の違反 

当社の知るところではない 
（知ったことではない） 

万一ORでカバーされない 
輸入をしたら誰の違反？ 

私？ ←その通り 

法的責任の所在もさることながら； 

遵法性が確保できないと商流企業全部が共倒れになる 

3. REACH規則対応におけるリスク 



 2018年5月の期限までまだ時間があると考えている、 

 もしくは大きなリスクととらえていない現状があるのでは 

 ないのでしょうか？ 

 法令違反の崖っぷちにいるのは川下企業… 
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 この現状を打開するには、川下（輸入者、輸出者）から 

 アクションを起こす必要があります。 

3. REACH規則対応におけるリスク 



 ・現状把握 
   …何より、まずはREACH登録状況を確認しましょう！ 

 ・方針決定、仕入先とのコミュニケーション 
   …自社において、登録すべき重要商品を選別し、仕入先とREACH対応に 

    必要な情報の伝達その他登録に関する協議を始めましょう！ 

 ・社内啓蒙 
   …REACH規則対応によりビジネス消滅など重大なリスクが発生するため、 

    改めてREACH規則によるリスクを社内関係部門で認識してもらいましょう！ 
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ACTION！ 

3. REACH規則対応におけるリスク 



4. GREEN eBASE® for OR2IS  

  

REACHにおける情報伝達を危惧した有志がOR²ISの仕組みを考案し、eBASE社がシス
テムの開発を行いました。 

現在は、一般社団法人 日本化学品輸出入協会の双方向情報伝達WGとして、化学
メーカー、商社、コンサルタント、IT、業界団体など業界横断で、このOR²ISの開発、普及
活動を行っています。 

15 

OR2IS：OR Related REACH Information Sheet  
    「ORを介したREACH登録の情報伝達の連絡シート」  
    を意味しています。 
 

そして、そのOR²ISのしくみをGREEN eBASE® に搭載したものが、
『 GREEN eBASE® for OR2IS 』です。 

OR²ISとは？ 
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⇒詳細輸入者情報、輸入数量情報、OR情報（OR²IS）を暗号化して情報伝達可能。 
 
⇒川下企業発信で双方向で情報伝達可能。 
 
⇒基本機能は無償でダウンロード＆使用可能（スタンドアローンタイプ）。 
 但し、川上企業（OR指名者）および川下企業（輸出者）は暗号化/複合化 
 機能利用が前提（1,000円/月。川中企業は本費用不要）。 
 
⇒製品の構成成分・組成を記載不要。通常SC上で一段階川上/川下と 
 やりとりする製品名での伝達が可能。 
  
⇒混合物の場合、構成成分毎に情報の分割、集約が容易に可能。 

『 GREEN eBASE® for OR2IS 』の特徴、メリット 

4. GREEN eBASE® for OR2IS  
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詳しくは 下記HPにアクセス！ 

http://www.ebase.co.jp/green_ebase_for_or2is/ 

4. GREEN eBASE® for OR2IS  



5. まとめ 

今すぐアクションして、REACH規則対応に
おけるリスクを回避しましょう！ 

ビジネス消滅リスク 

供給責任リスク 

法令違反リスク 
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ご清聴ありがとうございました。 


