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「オーリス（OR2IS）普及に向けて」

ー 背景と再確認 ー

OR2ISプロジェクト
荒柴伸正（三井化学株式会社レスポンシブル･ケア部）



今、敢えてなぜREACHなのか？
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ぎ

2010年登録を無事終えて、なんとなく終わったと思っていないか？

１．登録を終えているものは、2010年に登録した一部の化学物質に過ぎない。
２．サプライチェーン（Value Net）で欧州事業にリンクしている化学物質の事業

は、現時点で登録又は予備登録をしていないと、2008年5月31日で停止。
（No Data, No Market.）

３．SC全体管理をREACHほど事業者責任としているものはない。
（化審法や近隣諸国の化学物質管理法と比較）（化審法や近隣諸国の化学物質管理法と比較）

REACHには「化学物質管理」の側面と「SC管理」の側面があり どんな取り組REACHには「化学物質管理」の側面と「SC管理」の側面があり、どんな取り組
みを行っても、社内管理上の問題が起きる。

化学物質管理 SC管理化学物質管理 SC管理

企業秘密（CBI） 調剤の組成？ 何を、どんな量で？

競争法（独禁法） － どこから購入して、どこへ販売？

現在やっているe-Mailや紙ベースでの管理では上記リスクがないかをチェック。



輸出入される調剤のREACH登録の問題
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REACH登録の義務は輸入者にあるが、
調剤の輸入者には、調剤の登録は可能か？

再確認

No そもそも第三者が
調剤の定量的な
組成情報を得る事

自力で登録出来なければ、

輸入（または輸出）をやめる？

組成情報を得る事
は不可能

輸入（または輸出）をやめる

対策

REACH登録
義務からの

回避

川上供給者が指名するOR（唯一の代理人）の
川下ユ ザ にならざるを得ない川下ユーザーにならざるを得ない

OR 輸入者

現実には、輸入者はOR群の川下ユーザーには簡単に紐付けされない！！



調剤の輸入者がORの川下ﾕｰｻﾞｰとなるためには
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唯 ザ

4/14

OR（唯一の代理人）の川下ユーザーにるために、
輸入者として欲しい（要る）情報とは何でしょう？

予備登録されていなければ2008年5月31日で輸出入予備登録されていなければ2008年5月31日で輸出入
不可能なので必須の情報として提供を説得しましょう

物質名

ポリマーや
混合物の
登録は、モ
ノマ や構

物質の
Identity

CAS No.

（予備）登録番号

具体的な名称までは必
須ではないが予備登録
番号（なんらかの識別情
報）は必須

登録番号
トン数域

登録期限

または

Only Rep.の名称

OR指名者情報は？

（不明なことが多い）

ORの

連絡先

担当者名

Email

その他の
情報

製
品
の
名

ノマーや構
成成分ごと EU No. 報）は必須

または

登録予定の有無 Tel, Fax

05-987654321-0000 Mickey Rat (UK)

01-987654311-0001 Mickey Rat (UK)

名
称

01 987654311 0001 Mickey Rat (UK)

05-987654121-0000 Mickey Rat (UK)

05-987654221-0000 Donald Dog 
(GM)

イ
ン
クE

R
P- (GM)

05-987654521-0000 Goofy Cat (UK)

01-987654777-0000 Goofy Cat (UK)

-

20

そもそも入手出来ない前提の情報
であり要求するのは止めましょう。

2010年で全成分が登録されたとは限らないので、
今後どのように情報入手管理するの？
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REACH-EN-FORCE （欧州当局の査察プロジェクト） 5/14

１．REF-1（2010年）2010.10.11/REACH-EN-FORCE-1 のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾚﾎﾟｰﾄ
査察対象：製造者878社 輸入者666社 唯 の代理人83社 川下858社・査察対象：製造者878社、輸入者666社、唯一の代理人83社、川下858社

・違反：24％（登録関係：2.6％、予備登録関係：5.6％）
罰金：12件、刑事告発：3件、行政命令：169社
S S 査察全体の11％がS Sがなく 20％が言語 書式に不備あり・SDS：査察全体の11％がSDSがなく、20％が言語・書式に不備あり

・今後、「制限」、「CLP」に関しても執行準備中

２ REF-2 （2011年5月～12月）２．REF-2 （2011年5月～12月）
・川下ユーザーの義務
→特に、混合物のフォーミュレーターを対象に

SDS 混合物中の物質の（予備）登録情報

査察！

SDS、混合物中の物質の（予備）登録情報
・Supply Chain情報に関する規定への遵守
など

３．REF-3 （今後も継続を予定）
・通関当局と共に化学物質の輸入について行うことで合意
（ECHA Press Release (2011 3 7) ChemicalWatch主催会議（19th Oct ）などから）（ECHA Press Release (2011.3.7)、ChemicalWatch主催会議（19th. Oct.）などから）



e-Mailや紙ベースでやっているが故に…..
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多種多様な取り組みが発生して、結局は肝心なSC情報管理が出来ない。

組 例 管 対 象 デ タ 管 方法 備考取り組み例 管 理 対 象 データの管理方法 備考

紙、e-メール
化学物質
とSC情報

個社間で相互に開示してもよいと
思われる情報

秘密保持契約や自己
飛ばし連携の依頼

最も問題
が多発す
る方法

とSC情報
（全体ルールが不在） →全SC上では不成立 る方法

JAMP（ｱｰﾃｨ
ｸﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
推進協議会） 化学物

MSDSplusによるSVHC等の適用

法規情報と成型品中の含有化学
物質情報（ 条対応）

データの分散管理

一方向（川上→川下）

管理対象
がSC情報

推進協議会） 化学物
質情報

物質情報（7、33条対応） 方向（川上→川下） 情報

ではないの
で、下とは
別のもの

BOM Check 成型品中の含有化学物質情報 データの集中管理

IMDS 自動車材料の含有化学物質情報 同上

Trustee
（FFW/Dow) SC情報

登録情報の川下への伝達

輸入数量情報の管理（第6、8条）
特定のSC（一直線）調
査→調剤中の複数の

全登録情報を得るの Trustee方Trustee
（登録情
報や輸
出入情

録情報を得
は困難。

数量は川上が指定

式は、高額
な費用と網
羅性が克
服できない

Trustee 
（Code-OR-
Model）

同上

登録情報の川下への伝達 データの分散管理出入情
報）

服できない
OR2IS

登録情報の川下への伝達

輸入数量情報の川上への伝達
（第6、8条）

デ タの分散管理

双方向の情報伝達
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OR2IS： REACHコンプライアンスへの通行手形 7/14

【確認事項-1】 OR2ISで双方向に情報伝達する目的はORと輸入者の紐付け
（紐付けに必要な最小限の情報Packageの伝達を皆で受け入れる事）g

１．輸入者が所有する情報→ 川上側から入手する情報を川下側に伝達

双
方
向

①製品名：１対１の対話では自明な情報 ⇔ SubstanceではSC上で変化する

②含有成分ごとの（予備）登録No. （No.だけでは物質の特定は出来ない）＊１

③含有成分ごとの「OR」情報（名称や連絡先など）＊２
に
伝
達
す

③含有成分ごとの「OR」情報（名称や連絡先など）＊２

＊１； 組成開示ではない（秘密情報は保護される）

＊２； OR2ISでは秘匿（暗号化）されるす
べ
き
情
報

； OR ISでは秘匿（暗号化）される

２．ORが所有する情報→ 川下側から入手する情報を川上側に伝達

①輸入事業者名（名称、住所などの特定情報）＊２

報②その輸入事業者毎の輸入数量

（Substanceとしての数量変換はOR指名者段階でおこなわれる）

既存の情報伝達調査方法（e-Mailや紙ベース）では競争法のリスクあり



EU輸入者とORの紐付けの実態（ある事例）
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【確認事項 2】 たとえOR2ISで紐付けされても ORと輸入者間では
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【確認事項-2】 たとえOR2ISで紐付けされても、ORと輸入者間では
何らかの契約関係が必要（契約はOR2ISの範疇外）

e-Mailや紙による

実務上の実態：文書によるEU輸入者とORの紐付け

紙
伝達でも範疇外

実務 実態 文書 よる 輸入者 紐付け

2010年の登録前のある時点で、
川下側に配布したImporter Agreement LetterのORによる回収率：50%以下

想定原因
１．ほとんどのLetterは在欧の輸入者に届いていると想定。しかし輸入者は

Letterを受け取るだけで、能動的にORにアクセスしてその川下ユーザー
にならなければならないという発想がない。にならなければならないという発想がない。
（在欧製造者によるREACH登録では、間接のStakeholderが間接の

REACH登録者にアクセスするとういうプロセスがないためか？）
２ 川中事業者は調剤銘柄が増えて行くために 面倒になり伝達をとめてしま２．川中事業者は調剤銘柄が増えて行くために、面倒になり伝達をとめてしま

ったか？



EU輸入者とORの紐付けの実態（紙ベースでは困難）
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輸 者名提供 お願

OR指名の
連絡をもらっちゃった
だけではだめヨ！

OR指名者

(2) 輸入者名の提供

(1) 輸入者名提供のお願い

OR指名者
（EU域外）

EU 輸入者

(5) Importer Agreement Letter
(4) 予備登録情報の提供

OR（唯一の代理人）
(3) 輸入者リスト

(5’) Importer  Letter

(6) 確認

YOR輸入者

(7) Recognition Letter
Yes,OR輸入者

(5)～(7)のプロセスを完了して、輸入者は始めて川下ユーザーとなる



調剤の輸入者がORの川下ユーザーになる事の意味
OR２ISプロジェクト

【確認事項 3】 OR2ISは 輸入者をORの川下ユ ザ に紐付ける事

10/14

【確認事項-3】 OR2ISは、輸入者をORの川下ユーザーに紐付ける事
により、REACH登録の義務がORに移行する

責務を移行するからには何らかの契約関係が必要（ORとの個別契約）

輸入者が当局による査察を受けた際には、「登録の義務」については川上事業者
が指名したORに移行している説明を強い意志をもって主張しましょう。が指名したORに移行している説明を強い意志をもって主張しましょう。

(1) あるカンファレンスでのQ&A
Q：調剤やポリマーの輸入者には構成成分が判らないので 自身でのREACHQ：調剤やポリマ の輸入者には構成成分が判らないので、自身でのREACH

登録が困難。（予備）登録番号だけ有していれば良いか？
A： （予備）登録Noさえあれば、登録している川上供給者（ORを含む）に

たどれるので それでOK （ECHA担当官）たどれるので、それでOK。（ECHA担当官）

(2) ある法律事務所で議論したこと（Brussels）
自身 登録 きな 調剤 輸 者が ザ となるため自身で登録できない調剤の輸入者が、ORの川下ユーザーとなるための
紐付け情報として、登録番号ではなくて予備登録番号だけでも良いか？
→良い。 登録情報は登録者の所で所有されているものであり、輸入者は
紐付け情報が示せれば良い。

（ここでの気付き：現時点では全化学物質が登録されているとは限らない。）



先ずはOR2ISから始めましょう
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【確認事項-1】 OR2ISで双方向に情報伝達する目的はORと輸入者の紐付け
（ 紐付けに必要な最小限の情報Package伝達を皆で受け入れる事）

【確認事項-2】 たとえOR2ISで紐付けされても、ORと輸入者間では
何らかの契約関係が必要 （契約はOR2ISの範疇外）

【確認事項-3】 OR2ISは、輸入者をORの川下ユーザーに紐付ける事
により、REACH登録の義務はORに移行する

た
い
こ
と

ご
確
認
頂

１．最小限の情報Packageでかつ一部を暗号化してあり、安心して開示し合う。

と頂
き

１．最小限の情報Packageでかつ 部を暗号化してあり、安心して開示し合う。
REACHコンプライアンスを示すための情報伝達と混同すると「あれこれが要る」、
「いや、それは開示できない！」という複雑な議論に陥る。

２ 一つのソリューションで あれこれの問題が解決できるわけではない２． つのソリュ ションで、あれこれの問題が解決できるわけではない。
調剤のSDSは誰からもらう？（ORは物質の登録者であり、ひとつのORが全成分
の登録をしているわけではない。故に、ORが調剤のSDSを提供するのは困難。）



川下側から調査することの重要な意味
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追加

な 載 情報 得 なみなさん、SDS記載以上の情報は得られないのに、REACH
コンプライアンスの為と称して、 サプライヤーに対して定量的な
全組成情報の開示を求めて苦労していませんか？

登録に資する

定量的な組成情報
なんか入手できる

なみだ
なみだ

なみだ

OR2ISによる調査の意味は、 SDS

なんか入手できる
はずがない！

川上側からREACH登録の番号等のみ
を入手し、OR群の川下ユーザーとなる事。

混合物
XP-1

精密分析しない限り、輸入者自身も査察官も輸入製品の組成を知り得ない。
（あなた自身が集めた組成情報の完成度は誰にも判定できない）

組成情報を調査するのではなく、登録情報のみをセットとして持つ方に意味がある。



なぜ今OR2ISなの？
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ものづくり日本の真髄を発揮しよう

◆これをやらなければ、日本のSCが壊滅する
受身的な発想（Negative）

発
想
の
転転
換

能動的な発想（事業者として も とP iti な発想）能動的な発想（事業者として、もっとPositiveな発想）
◆EU域外で生き残ったのはOR2ISを使用していた日本のSCのみ
だったという意地を見せてみませんか。

（Best Effortとはコンプライアンス維持の仕組み有していること）

生き残りの出発点は輸出入事業者であり、OR2IS発信の起点でもある。
川上側のOR指名者には何もできない。でも、なんとかカバーしたい!!!!



eB-green (OR2IS) (eBASEjr.)との出逢い 13/14

2011年11月11日
eB-green (OR2IS)  リリース

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

2 輸入者名・OR名を秘匿化したいユーザは2. 輸入者名 OR名を秘匿化したいユ 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）

高機能化 たバ ジ は有償 提供3. 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）

指名や欧州輸出をしOR指名や欧州輸出をし

ていない川中事業者は、
無償で使えるんだ!

準備が整ったOR2ISメンバーは、有償版を順次導入予定

http://www.ebase.co.jp/ http://www.ebase.co.jp/download/index.html

無償版はこちらからダ
ウンロードしてね。
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まずはOR2ISの導入をお願いします 14/14

１．REACHコンプライアンスに必要なSC情報の日常の管理業務ツール

輸 者 物質ご 輸 数量 管(1)輸入者と物質ごとの輸入数量の管理
(2) SCの構造変化の把握 （新規輸入者、サプライヤーの変更）
(3) 予備登録から本登録への移行情報( )

① 予備登録されたものが、現実に登録されまでの監視
② 登録実施の有無確認

(4) 単なるEDI用の帳票作成ツールではなく、REACHの日常管理に使用可能(4) 単なるEDI用の帳票作成ツ ルではなく、REACHの日常管理に使用可能
(5) Sever TypeのGREEN eBASEを導入すれば、全社一元管理も可能

２ GREEN eBASEを使用する意味２．GREEN eBASEを使用する意味

(1) 誰もが利用できるITプラットフォームの提供を実現
(2) 川下発信型情報収集ツ ルとして(2) 川下発信型情報収集ツールとして、

① 川下側のBuying Power
② Freemium モデル

ダブのダブル効果で大規模な普及が可能
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調査の方向：川上側起点の情報発信・調査だと・・・・参考-1

OR指名者（域外製造者）

大多数の調査が”空振り”大多数の調査が”空振り”
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調査の方向：川下側起点の調査・情報発信だと・・・・
参考-2

すべての事業者が”当事者”

輸入者（EU域内）輸入者（ 域内）

OR2ISは川下起点発信の一往復双方向の情報伝達



調剤輸入に関わるREACH登録の課題-1 参考-3

REACH第６条
物質それ自身または調剤中の物質の登録に係る義務

第１項
≧１トン/年の物質それ自身または調剤中の物質について、製造
業者または輸入者は、庁に登録を提出

第３項

ポリマーの製造者又は輸入者はいずれも、以下の二つの条件が
満たされる場合には SCの川上の行為者により登録されていな満たされる場合には、SCの川上の行為者により登録されていな

いモノマー物質又は他のいかなる物質についても、化学品庁に登
録を提出しなければならない録を提出しなければならない。

(1) 重量比２％以上のモノマー物質又はその他の物質( )
(2) 合計量 ≧１トン/年



調剤輸入に関わるREACH登録の課題-2 参考-4

REACH 第８条

欧州共同体外の製造者の唯一の代理人（OR）

第1項 域外製造業者は
◆輸入業者の登録義務を果たすためORを指名してよい。

第２項 代理人（OR)は、
◆ 物質の実際的な取扱いに関する十分な経歴･情報を有す
◆ 輸入量、販売先顧客に関する情報並びに安全性シートの

最新版の提供に関する情報を 利用可能で最新状態に保つ

第３項 共同体外の製造者は

最新版の提供に関する情報を、利用可能で最新状態に保つ

第３項 共同体外の製造者は、
◆代理人を指名した場合には、同一のSCにおける輸入者に指名
について通知しなければならない。これにより輸入者はORの川下通知 なけれ な な 。 れ り輸入者 川下
ユーザーとなる。


