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混合物メーカーによるOR2ISの実績紹介 

2012eBASEカンファレンス【環境・グリーン調達関連】 
東京会場 2012年11月7日（水） 

花王株式会社  
品質保証本部  
技術法務センター  
化学品技術法務室 
矢野 真司 
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＊１：OR2IS＝OR Related REACH Information Sheet   
    OR（唯一の代理人）を介したREACH登録情報の伝達シート               

内容 
 
１．花王のREACH対応 
   

２．サプライチェーンでの情報伝達の課題 
   （OR2ISシステム導入の背景） 
  

３．OR2IS導入と情報伝達実績の紹介 
  

４．OR2ISによる情報提供のお願い 
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花王の事業内容 

http://www.kao.com/jp/corp_ir/presentations.html 
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花王のケミカル海外主要製造拠点 

メキシコ 
Quimi-Kao, S.A. de C.V. 

米国 
Kao Specialties Americas LLC 

日本 
花王 

ケミカル主要製造拠点 
中国 
上海花王化学 

タイ 
Kao Industrial (Thailand) Co., Ltd. 
フィリピン 
Pilipinas Kao, Incorporated 
マレーシア 
Fatty Chemical (Malaysia) Sdn. Bhd. 
Kao Plasticizer (Malaysia) Sdn. Bhd. 
Kao Oleochemical (Malaysia) Sdn. Bhd. 
インドネシア 
P.T. Kao Indonesia Chemicals 

東南アジア各国 

スペイン 
Kao Chemicals Europe, S.L.  
Kao Corporation S.A. 

ドイツ 
Kao Chemicals GmbH 
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EU 
 

OR 
Kao Chemicals Europe, S.L.  

（欧州花王化学） 
 

花王のREACH予備登録／登録状況 

花王 
EU域外 

海外ケミカル会社 

日本 

EU域外のケミカル会社が製造する製品中の物質は、原則としてEU域内のケミカル統括
会社 Kao Chemicals Europe, S.L.（欧州花王化学）を唯一の代理人(OR)に指名して対応 

ケミカル統括会社  
Kao Chemicals Europe, S.L.（欧州花王化学）  
ケミカル製造・輸入・販売 
Kao Corporation S.A. （花王スペイン） 
Kao Chemicals GmbH （ドイツ花王化学） 

Phase I 物質 
EUで年1000t以上 
製造・輸入する物質 

EU域外のケミカル会社からEUに輸出 
される製品中の物質は、間接輸出分 
も含め、基本的に日本（花王）で取り 
まとめ、必要なものはすべてREACH対 
応を実施している 

登録完了 
 

主な登録物質 

油脂アルコール, 油脂アミン、各種活性剤, 香料素材, ポリマー原料等 

EUで製造・輸入する物質は現地法人が対応 



“自然と調和する こころ豊かな毎日をめざして” 6 

OR指名者（EU域外製造者）の責務 

P22/124 

REACHコンプライアンスの為に、以下の情報は 
共同体外の製造者がORに提供する 
 
 1. EU輸入量 
 2. EU輸入者のリスト 
 3. SDSの更新 
     用途、曝露情報 etc. の常時監視 
 

When appointing an only representative, it is necessary that the “non-Community 
manufacturer” provides his only representative with up-to-date information on the list 
of EU importers which should be covered by the registration of the representative and 
the quantities imported into the EU. 

ORのコンプライアンス遵守のために 輸
入者情報を入手して報告してください 

ORからOR指名者への要請 

Guidance on registration 
  2012年5月改訂 Ver.2.0 
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調剤／ポリマー 
製造者 

製造業者 
（ＯＲ指名者） 

唯一の代理人 
（ＯＲ） 

輸入者  

川下ユーザー EU化学品庁(ECHA) 

登録 
物質登録情報 
危険有害性情報 
（Extended-SDS） 

用途 
情報 

輸出者 

唯一の代理人（ＯＲ）とＥＵ輸入者間の相互認証 

ＯＲが輸入者に対しその輸入 
をカバーしていることを保証 

 ＯＲへの提供情報 
  ・輸入者 
  ・輸入者別のEU輸入数量 

製品A 製品B 

 輸入者への提供情報 
   ・ＯＲ情報 
   ・登録情報  

サプライチェーン（SC）におけるさまざまな立場での情報伝達が求められている 

EU域外SCにおける情報伝達の必要性 

代理店 
特約店 

代理店 
特約店 
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サプライチェーンでの情報伝達の課題-1 

１） 伝達する情報の内容が事業上の秘密情報（CBI*）のため、情報の取扱い
に注意が必要。 

   →情報伝達に伴い煩雑な秘密保持契約を要求されることがある 
     （基本的には誓約書で対応） 
 

２） EU競争法（独禁法）等に触れない（REACH目的外に利用しない）ように 

   社内でも厳密な情報管理が必要。 

   →営業担当者ではなく事業部の法規担当が直接情報を入手 

   →アクセス権を限定したホルダーで厳密に管理 *Confidential Business Information 

現状は下記のような表で情報を入手 

伝達する情報の内容が事業上の秘密情報（CBI*）のため、 
EU競争法（独禁法）等に触れないように厳密な情報管理が必要 
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唯一の代理人 
（ＯＲ） 

輸入者 

川下ユーザー EU化学品庁(ECHA) 

登録申請 
物質登録情報 
危険有害性情報 
（Extended-SDS） 

用途 
情報 

唯一の代理人（ＯＲ）とEU輸入者間の相互認証 
(Registration Letter/ Importer Letter) 

ＯＲが輸入者に対し、その輸入を 
カバーしていることを保証 

OR指名企業 
（川上企業）    

輸出企業 
（川下企業）    

ORへの情報提供 
 ・輸入者 
 ・輸入者別のEU輸入数量 
 （・用途） 

毎年CBI情報の更新が必要 

 輸入者への情報提供 
  ・ＯＲ情報 
  ・登録情報 

EU域内 

EU域外 

川中企業 
or 商社    

毎年 
ＣＢＩ 

代理店 
特約店 

代理店 
特約店 
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情報を提供していただいた顧客へのOR情報、REACH登録情報の提供 

顧客の要求に応じてREACH対応状況表作成 

サプライチェーンでの情報伝達の課題-2 

顧客から要求される情報の内容が異なり、各社独自の 
書式に回答するため、大変非効率 

＜EU輸入者、EU輸入数量情報＞ 
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＜サプライヤーへの情報提供＞ 

サプライチェーンでの情報伝達の課題-3 

１つの製品について、原料毎の輸入者別の 
輸入数量情報は、輸入者数×原料数 
ある製品の輸入者が10社、原料数が５成分 
あるとすると１製品あたり10×5＝50行 

サプライヤーへの情報提供、ORへの情報提供のための集計作業 
が煩雑で手間がかかる（特に混合物、ポリマーの場合） 

原料毎のEU輸入者＆数量リストを作成し、サプライヤー（OR指名者）に伝達（毎年） 

EU輸入者＆輸入数量情報調査票を顧客に配布し回収（毎年２～３月） 
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サプライチェーンでの情報伝達の課題-3 

CBI情報を扱うため、情報の集計作業を実施している 
REACH担当者への負担が大 

１つの製品について、物質あたりの輸入者別の 
輸入数量情報は、輸入者数×成分数 
ある製品の輸入者が10社、成分数が10成分 
あるとすると１製品あたり10×10＝100行 

物質毎のEU輸入者リストを作成し、ORに提出（毎年） 

EU輸入者＆用途調査票を顧客に配布し回収（毎年２～３月） 

＜ORへの情報提供＞ 
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OR指名者 
（域外製造者） 

輸入者 
（EU域内） 

Top-down調査：ほとんどが空振り ⇒ 現実的では無い 

サプライチェーンでの情報伝達の課題-4 

ORは情報提供を受けた 
輸入者しかカバーできない 

顧客への調査を実施しても輸入者情報が得られないことも多い 
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OR指名者（域外製造者） 

輸入者（EU域内） 

× 
担当者異動 
→引継ぎ忘れ 

× × × 

同業者なので 
情報を出した 
くない 輸出量が少ないので 

調査に消極的 

？ 

？ ？ ？ 

輸出者 

？ 

× × × 

× 

サプライチェーンでの情報伝達の課題-4 

調査はBottom-upが基本： 
全てが当事者 
⇒輸出者や中間業者の 
 情報伝達意識や対応力が重要 

自らORを指名
して予備登録
しているので 
まだ大丈夫 

× × 



“自然と調和する こころ豊かな毎日をめざして” 15 

１） 伝達する情報の内容が事業上の秘密情報のため、 
     EU競争法（独禁法）等に触れないように厳密な情報管理が必要 
 

２） 顧客から要求される情報の内容が異なり、各社独自の 
   書式に回答するため、大変非効率 
 

３） サプライヤーへの情報提供、ORへの情報提供のための集計作業 
     が煩雑で手間がかかる（特に混合物、ポリマーの場合） 
     CBI情報を扱うため、情報の集計作業を実施しているREACH担当者の 
     負担が大 
 

４） 顧客への調査を実施しても輸入者情報が得られないことも多い 
     調査はBottom-upが基本：全てが当事者 
 

５） 上記以外にも様々な理由でOR指名者に輸入者の情報が伝わらない 
    ケースがある 

サプライチェーンでの情報伝達の課題（まとめ） 
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OR2ISとGREEN eBASE®の出逢い 

GREEN eBASE®  含有化学物質管理用システム 
2011年11月10日 OR2ISシートを搭載し、リリース  

1. 基本機能は無償で入手可能 
（スタンドアローンタイプ 『eBASE jr.』 ）

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

２．高機能化したバージョンは有償で提供 
 （サーバタイプで社内複数部署を管理、等） 
 

３．輸入者名・OR名を秘匿化すべきユーザは、  
  暗号化/復号化機能を利用（1.2万円/年）         

（OR2ISセンターへ登録が必要のため）          

花王では2012年3月にGREEN eBASE® for OR2IS導入 

FOOD eBASE®  食品成分情報の伝達 
約5.3万ユーザー/約1.6万社以上で使用実績あり 
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OR2IS 

OR2IS-DB 

→情報の統合管理      ：事業部全体の情報を一括して管理 
→管理業務の効率化    ：社内システムとの連携、データの一括入出力 

OR2ISファイル 

OR2IS 

OR2IS-DB 

OR2IS 
GREEN eBASE® 

OR2IS 
GREEN eBASE® 

サーバーにGREEN eBASE®をインストールして各PC端末で利用する 

有償版GREEN eBASE® for OR2IS導入 

有償版導入のメリット 
効率的な管理が可能 
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どのように情報を伝達するのか 

OR2IS 

OR指名者方向へ 
 輸入者情報 
 輸入数量情報 

輸出者方向へ 
 OR情報 
 予備･登録情報 OR2IS 

OR2IS 

OR2IS 

OR2IS 

OR2IS 
OR2IS OR2IS 

OR2IS 

各社 
DB 

各社 
DB 

輸入者 
情報 OR 

情報 

各社 
DB 

各社 
DB 

各社 
DB 

OR2ISセンター 

OR2IS 

①登録 

④登録 
②施錠 ③構成成分への分解   

⑤カギ開錠             

⑥開錠 ⑦成分情報の統合     
⑧カギ開錠 

輸出者 
混合物 
製造者 

OR 
指名者 

混合物 
製造者 

輸出 

暗号の保管･管理センター             

暗号の保管･管理センター（OR2ISセンター）に秘密情報を登録すると・・・ 
 ⇒ 登録した暗号情報にカギが掛かり かつ 後で欲しい情報のカギが貰える 
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製品A 

OR2ISファイル 

川下企業（輸出企業）から花王への調査依頼 

輸入者情報 
輸入数量 

川下企業 
（輸出者） 

輸入者 

製品A 

花王 
混合物製造 

OR2ISによる情報
伝達がいよいよ始
まったんだね! 

OR2ISによる情報伝達実績の紹介① 
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川下企業（輸出企業）からのOR2IS調査依頼ファイル 

OR2ISによる情報伝達実績の紹介① 
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川上企業P 
物質製造 

川上企業Q 
物質製造 

花王 
物質製造 

調査対象混合物製品Aの 
REACH（予備）登録状況 

川下企業 
（輸出者） 

輸入者 

花王 
混合物製造 

製品A 

OR 
欧州花王化学 

混合物中のすべてのREACH登録 
対象物質を（予備）登録している 

OR2ISによる情報伝達実績の紹介① 
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花王 

製品A 

OR2ISファイル 

OR2ISファイル 

輸入者情報 
輸入数量 

REACH(予備)登録情報 
OR情報 

川下企業 
（輸出者） 

輸入者 

REACH（予備）登録情報 
OR情報入力と引換えに 
OR2ISセンターより 
輸入者情報を取得 

川下企業（輸出者）から送付されてきたOR2ISシートに 
REACH（予備）登録物質情報、OR情報を入力して返送 

製品A 

花王から川下企業（輸出企業）への回答 

OR2ISによる情報伝達実績の紹介① 
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川下企業（輸出企業）へのOR2IS調査回答ファイル 

OR2ISによる情報伝達実績の紹介① 
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花王から川上企業への混合物製品中の物質の調査 

花王 
混合物製造者 

輸出者 

輸入者 

OR2ISファイル               

OR          

製品B 

川上企業P 
物質製造 

川上企業Q 
物質製造 

川上企業R 
物質製造 

花王スペイン 

花王が輸出企業の
立場で調査を行うこ
ともあるんだね! 

製品R 

OR2ISによる情報伝達実績の紹介② 
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川上企業（OR指名企業）へのOR2IS調査依頼ファイル 

OR2ISによる情報伝達実績の紹介② 
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eBASEjr（無償版）での混合物製品のOR2ISファイル作成 

OR2IS-DB   

OR2IS 
GREEN eBASE® 

OR2ISファイル     

①調査ファイル取込 
②原料に分解 
③原料ごとの 
 調査ファイル出力    

1step下流の 
川下企業 
（輸出者）より              

OR2ISファイル     

OR2IS 
GREEN eBASE® OR2IS 

GREEN eBASE® 

OR2ISファイル 

OR2IS 
GREEN eBASE® 

OR2ISファイル     

1step上流の 
製造業者 
（OR指名者）へ        
 

各原料へのOR2ISファイル分割 

無償版のeBASEjrでも
混合物製品の 
ファイル分割が 
可能ってことね! 
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 各原料情報を合体したOR2ISファイル作成 

OR2IS-DB  

OR2IS 
GREEN eBASE® 

OR2ISファイル 

①回答ファイル取込 
②混合物に合成 
③混合物の 
 回答ファイル出力 

1step下流の 
川下企業 
（輸出者）へ    

OR2ISファイル 

OR2IS 
GREEN eBASE® OR2IS 

GREEN eBASE® 

OR2ISファイル 

OR2IS 
GREEN eBASE® 

OR2ISファイル 

1step上流の 
製造業者 
（OR指名者）より    

eBASEjr（無償版）での混合物製品のOR2ISファイル作成 

原料情報を合体し
て製品ファイルを
作成できるんだ! 
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有償版によるデータの一括変更、一括更新処理スキーム 

有償版では大量のデータ一括変更、更新、入力／出力、サーバーの共有、 
社内システム、社内DBとの連携が可能 

REACH情報管理 
ＤＢ 

川下企業 
に回答 

川上企業 
に調査 

社内DBとの連携 

OR2IS 

OR2IS-DB 

OR2IS 
GREEN eBASE® 

OR2ISファイル OR2ISファイル 

ファイル取込み 

データの数が多い
ときは有償版が 
業務の効率化に 
役に立つよ! 

データ取込み 

データ一括出力 
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GREEN eBASE(OR2IS)導入のメリット 

1)組成に関わるCBI情報を外部に提供することなく必要な 
    情報伝達が可能 （CBI開示に伴う煩雑な秘密保持契約等が不要） 

 

2) REACHコンプライアンスの確保（EU競争法にも配慮） 
      OR指名企業としてORに必要な情報を提供 
            ・輸入者情報、輸出数量の厳格な管理可能（ただ乗り防止） 

      輸出企業として輸入者に必要な情報を提供 
            ・OR情報の厳格な管理が可能 

      社内での厳密な情報管理可能 
 

3) 情報伝達業務、数量管理業務の効率化、省力化 
  各社同じ作業、電子データとして保管管理（引継ぎ）し易い 
   ⇒有償版ではデータ集計などで作業の効率化が可能 
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顧客企業・代理店への普及活動 

顧客に対し、直接あるいは代理店を通じてOR2ISを用いた 
EU輸入者情報の提供を呼びかけている 
－代理店に対しては、3月に説明会を実施 
－すでに輸入者情報を提供していただいている顧客に対しても 
  OR2ISによる情報提供への切り替えを依頼 
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代理店に対し、OR2ISシステム説明会を実施 
取引先へのOR2ISの紹介 
OR2ISによる情報提供を依頼 

OR2ISによるREACH情報交換のお願い 

（花王サステナビリティレポート2012より引用） 



“自然と調和する こころ豊かな毎日をめざして” 32 

OR2ISによるREACH情報の入手 

花王  
代理店 or 

顧客A 
顧客X 

（輸出者） 
OR or 

サプライヤー 

OR2ISによる 
REACH情報 

交換のお願い 

提出 提出(営業部) 

①OR2IS無償版の 
 ダウンロード 
 
②EU輸入者情報、 
 輸出数量の入力 
 ⇒OR2ISﾌｧｲﾙ 

メール送信 
①商社/顧客Aが 

介在しない 

転送 ②代理店経由 メール送信 

REACH登録完了  
or  

登録予定物質 

①OR2IS無償版の 
 ダウンロード 
②花王製品換算の 
 輸出数量を輸入者 
 毎に入力⇒OR2ISﾌｧｲﾙ 

③顧客Aにおいて 
花王製品を 

配合ｏｒﾓﾉﾏｰ 
として使用 

メール送信 ﾒｰﾙ送信 

集
計
＆
情
報
管
理 

提
出 

START 

OR2ISファイル 

OR2ISファイル 

OR2ISファイル 

OR2ISファイル 



“自然と調和する こころ豊かな毎日をめざして” 33 

REACH登録を依頼される顧客への紹介 

「REACH登録依頼の確認票」によるREACH登録意向の再調査実施 

GREEN eBASE(OR2IS)導入意向についても調査 

（設問内容） 
花王に対し、花王製品中の物質のREACH登録を希望するか 

REACH登録を依頼される顧客の中でOR2ISの早期導入を検討したい 
という顧客の割合は約20％程度 
（代表的なコメント） 
・ 導入のメリットが十分理解できない 
・ 年間輸出量が100ｔ以下であり且つサプライヤーが予備登録して 
  いるので2018年まで対応不要と考える 

OR2ISの導入について 
  a. 早期導入を検討したいので情報提供を希望する  
  b. 導入する際にあらためて連絡する 
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年1-100ｔの範囲で製造・輸入される物質 
予備登録しているので、しばらく対応不要と考えている 
 
＜懸念すべき点＞ 
１）CMR物質*であればすでに登録期限は過ぎている 
    * 年１t以上EUで製造・輸入される67/548/EECに従う 
         カテゴリー１または２の発がん性、変異原性、生殖毒性物質（REACH 第23条） 
 

２）川上企業の登録でカバーしてもらえるとは限らない 
  現在使用している用途がカバーされない可能性 
  数量が増えると川上企業での登録要件が変更になる可能性 

川下企業が抱えるREACH登録のリスク 

→登録には多くの困難が予想される 



“自然と調和する こころ豊かな毎日をめざして” 35 

輸入者が自ら登録するためにはかなりの費用がかかる 

登録費用 
試験データ取得費用（LoAコスト） 
登録に関わる人件費（コンサルタント料） 
リスク評価費用（場合によって） 

自ら登録することになるリスクを回避するには早急な
情報の伝達を開始することが重要 

OR2IS導入による 
情報伝達コスト ＞ 

川上企業の登録でカバーしてもらうメリット 

川上企業（OR指名企業）の登録でカバーしてもらうことは 
川下企業（輸出企業）にとっても大きなメリットがあるはず 
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特殊な用途で使用されていない限り、新たな輸入者 

をカバーすることは問題ないはず  
→ECHAのサイトで登録物質の用途をご確認下さい 
 

ただし、輸入者情報の入手、OR情報の伝達に手間と費用は 
かけたくないし、競争法違反のリスクも負いたくない 

◇ 2012年のEU輸入実績については、OR2ISによる 
  情報伝達を進めたい（2013年1～3月） 
◇ REACH登録済み物質をEUに輸出している場合、  
  OR2ISによる輸入者情報提供をお願いしたい 
◇ EU輸入者情報を提供いただいている川下企業様について 
  OR2IS導入を出来る限りサポートさせていただく予定 

OR2ISによるREACH情報提供のお願い 

REACH登録済み物質(Phase I) 

まずは無償版eBASEjrの導入、OR2ISセンターへの申込みをよろしくお願いします 

至急、 
川上企業に 
情報提供を! 
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  ※年１ｔ以上をEUに輸出している場合 

＜花王として＞ 
① OR2ISによる効率的な情報交換を推進 
② 弊社代理店との協働による情報伝達と普及を推進 

OR2ISによるREACH情報提供のお願い 

REACH登録対象物質(Phase II, III) 

まずは無償版eBASEjrの導入、OR2ISセンターへの申込みをよろしくお願いします 

対象物質数、対象顧客数が多い 

  ※弊社製品のREACH（予備）登録情報の問合せもOR2ISでお願いします。 

OR2ISの利用：お互いに手間と費用を最小化できます 
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皆様のご理解とご協力をお願いいたします 

 
ご清聴ありがとうございました 

 


