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社 名      
創立年月日 
本社 
 
 
 
資本金 
従業員  
関係会社数 
連結売上高推移 
 

三井化学株式会社 
1997年10月1日 
〒105-7117  東京都港区東新橋1-5-2 
 汐留シティセンター 
 http://jp.mitsuichem.com 
 
125,053百万円 
14,271人（連結 2014年4月1日現在） 
135社 

会社概要 
2 

三井化学の紹介 2 
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三井化学グループの企業理念 

地球環境との調和の中で、 

材料・物質の革新と創出を通して 

高品質の製品とサービスを顧客に提供し、 

もって広く社会に貢献する。 

3 三井化学の紹介 
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おもな事業内容 

機能化学品事業 

 

精密化学品、ヘルスケア材料、 

不織布、ライセンス、農業化学品 

機能樹脂事業 エラストマー、機能性コンパウンド、 

機能性ポリマー 

ウレタン事業 ポリウレタン材料、コーティング・機能材 

基礎化学品事業 フェノール、PTA・PET、工業薬品 

石化事業 石化原料 

フィルム・シート事業 包装フィルム、産業用フィルム、 

機能シート 

4 三井化学の紹介 
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化学物質管理の仕組み 

・ 三井化学の化学物質管理の取り組みは、 
 従来より、レスポンシブル・ケア（RC）の 
 一領域「化学品安全」として、推進、実行 

 国内外の化学品規制見直し等の環境変化 

 より、「化学品安全」の管理体制、仕組みを強化 

新たに「化学物質マネジメント戦略」を 
 策定し、2011年より取り組みを開始 

 化学物質マネジメント 

ＲＣ 

物流 
安全 

保安防災 

環境保全 

労働 
安全衛生 

化学品 
安全 

品質 

強化 

ＲＣとは、化学物質の開発から製造、物流、使用、最終消費を経て廃棄に至る全ライフサイクルにわたって、環境、安全（保安防災、労働安全、 
化学品安全、物流安全）、労働衛生および品質を確保することを基本方針として公約し、対策を実行し改善を図る自主管理活動 

5 三井化学の紹介 



１．既存化学物質の法規制強化 →既存品であっても No data, No market! 

２．リスク評価は、行政から事業者へ →「事業者の自己責任」の増大、 

                          川下ユーザーへの安全性情報の伝達 

３．ハザードによる管理からリスクによる管理へ  

                   →要求技術が「質的」にも「量的」にも拡大 

４．SCを通した化学物質管理 →原料から成形品（部品、組立製品）までの 

                     化学物質管理の徹底 

                     「双方向の」情報伝達 

５．一物質一登録 → 同一物質の登録者はSIEF*を結成し、データ共有化 

６．有害物質の「認可」「制限」 → 有害物質の代替促進 

グローバルな化学物質管理の共通概念 

＊ Substance Information Exchange Forum （物質情報交換フォーラム）          

この概念をいち早く取り入れた法規制がREACH 
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Registration 

登録 

EU域内で製造または輸入する物質の、物質ごとの総量が1t以上となる欧州事業者が
物質を登録する。 

既存化学物質については物質の製造・輸入量と危険有害性で登録時期が異なり、
2010年、2013年、2018年期限となっている。 

Evaluation 

評価 

登録のため提出された文書情報をもとに欧州化学庁（文書内容）およびEU各国（試験
データ）が評価する。追加試験や情報提出を求める場合もある。 

Authorization 

認可 

製造者、輸入者は物質が付属書ⅩⅣに含まれる場合には、上市または使用してはな
らない（特定の用途に関する認可が与えられている場合を除く）。認可を取得すれば、
自身とサプライチェーンの川下は申請用途に限って使用できる。 

付属書XⅣに掲載されうるものは、 

(a)(b)(c) C（発がん性）、M（変異原性）、R（生殖毒性）、(d) PBT（難分解性、生体蓄
積性、毒性）、(e) vPvB（極めて難分解性で高い生体蓄積性）、(f) 内分泌かく乱性を
有するか、(a)～(e)と同等レベル(equivalent level of concern） 

認可対象物質の候補が、SVHC。 

Restriction 
制限 

物質が付属書ⅩⅦで制限対象物質となった場合には、特定の条件での使用が禁止さ
れる。認可の場合は、申請期間も含めて対象物質となってから少なくとも1年半以上か
かるのに対し、制限の場合は使用禁止までの期間が定められていない。 

 REACHで要求される責務 

物質を登録したとしても、用途によって認可取得が必要になったり、制限
を受けるなど、事業としての対応は終わらない。 
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登録対象（第6条）       

第3項（ポリマー中のモノマー） 
以下の二つの条件が満たされる場合の、モノマー
物質又は他のいかなる物質 
 (1) 重量比2%又はそれ以上のモノマー物質又は 
   ほかの物質 
 (2) 合計量＞１トン/年 

この条項があるために、 

モノマー物質を直接欧州に輸出しない 

EU域外のメーカーも登録を迫られる。 

第１項（物質、混合物） 
 年間1 トン又はそれ以上の量の物質そのもの 
 一つ若しくはそれ以上の調剤に含まれる物質  

物質の製造者または輸入者 

SCの川上で登録されていない場合、 
ポリマーの製造者又は輸入者 
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EU域外の製造者の唯一の代理人：OR 

第8条第3項   
EU域外の製造者は、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の川下ユーザーとなる。 

ORによる登録と川下ユーザー 

第8条第1項 
EU域外の製造者は、輸入者の義務を果たすために、EU内に所在する 
自然人または法人を、その者の唯一の代理人（only representative:OR）として指名し
てよい。 

どういうこと？ 
間接輸出の場合、輸入者が製品の成分を知って 
それぞれを登録することはできません。 
輸入者は、EU域外の原料製造者がOR経由で登録した 
登録の傘下に入ることができます。 
ただし、そのためにはORが輸入者を自分の川下ユーザーだと 
認識していなければなりません。 

＊ORの責務：輸入者の義務の代理（輸入量把握など）、 
 製造者の代理でSIEF活動、登録申請 
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REACHｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽに必要な伝達すべき情報の項目    

Substance系 調剤系 

１．製品名 

２．物質名 

３．予備登録No.  （物質の特定は出来ない） 

     ⇒登録No.（下４桁＊でも物質は判明） 

４．「唯一の代理人」の詳細 

１．製品名（成分や組成ではない） 

２．製品に伴う予備登録No.＊１ 

    登録No. （秘匿性は同左） 

３．「唯一の代理人」の詳細 

＊１； 組成は開示できない（CBI） 

１．川上からもらう情報であり、川下に伝える情報                

Substance系、調剤系共通 

１．輸入事業者名   （名称、住所などの特定情報） 

２．その（輸入事業者毎のケース･バイ･ケース）輸入数量 

２．川下からもらう情報であり、川上に伝える情報         

赤字： 
競争法、CBIに関わる
可能性がある情報 

＊１：調剤で出している川下からは調剤としての数量情報を入手 
    自社で調合している場合は、成分に分解して川上へ 

輸入者 

OR 
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   「唯一の代理人」：OR 

製品A  

調剤/コンパウンド 

製造者    

輸入者  

他の原材料 

SC上の双方向情報伝達が必要な理由   

赤字：CBIや競争法    

    に関わる情報 

製品B  

輸入者への提供情報 

・製品名（≠物質名） 

・（予備）登録No. 

    （物質の特定は出来ない） 

・ORの名称や連絡先 

輸出者 

ORへの提供情報 

  ・輸入者の名称や連絡先 

  ・輸入者別のEU輸入数量 

ORと輸入者間の 

相互認証 

相互認証ができて、
初めて川下ユー
ザーとなる。 

（従来の情報伝達は 

川上から川下への 

One Way） 
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黙っていても化学物質がREACHカバーされる輸入者 

   「唯一の代理人」：OR 

物質=製品 
物質製造者   

商社  輸入者-1  

１．OR指名者自らが製造した化学物質そのものを直接「輸入者-1」 
  に販売 
２．OR指名者の一次顧客から輸入する間接「輸入者-１」 

多数の国内顧客 

こういうシンプルで、見えているSC構造を 

今、問題視している訳ではない。         
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   「唯一の代理人」：OR 

間接輸出     

物質（ｴﾁﾚﾝ、ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ）製造者   

調剤-1（PP、PE）  

輸入者-２  

他の原材料 

川
下
ユ
ー
ザ
ー 

黙っているとREACHカバーされない輸入者 

調剤-2（ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ）    

１．OR指名者から「輸入者-2」が見えず、「OR指名情報」は発信されない 
２．REACH登録にも欧州輸出にも係らない「調剤-1」からは、双方向の 
  情報伝達発信起点にはなり得ず、「輸入者-2」は保護されない 
３．「調剤-2」または「輸入者-2」自らが川上に向かって問い合わせない限り、 
  自ら登録、数量管理することになる。 

複数の「唯一の代理人」   

多数の国内顧客 

多数の国内顧客 
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輸入者とORとの相互認証（紐付け） 

１．ORが指名された事実や登録情報がどのように間接の輸入者に伝わってい
るのか？ 

 
２．間接の輸入者の情報が、どのようにOR指名者に伝わっているのか？ 
 
３．間接の輸入者が、どのようにORの「川下ユーザー」として紐付けられている
のか？ 

 

欧州輸入に繋がっている国内SC上の全ての事業者は、この伝言ゲーム
を確実に実行していく必要がある。 
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SC構造の変化を常時フォローする必要性 

登録 SC上で、OR情報と輸入者情報を結びつける必要がある 

 ⇒輸入者がREACHコンプライアンスを遂行できなければ、 

  事業が停止する恐れがある 

事業上の 

問題 

リスク管理のため、製品情報と用途情報を常にやり取りする必要がある 

    e-SDS（暴露シナリオ＋SDS）の提供 

認可 SVHCなど、含有化学物質情報を伝達する必要がある 

 ＝顧客の法規制対応支援 

一方で、SC上での情報のやり取りには、欧州競争法･ 独占禁止法抵触リスクや 
事業上の秘密情報（Confidential Business Information:CBI）保護の問題が常に潜ん
でいる。    

ビジネス状況が常に変化しているので、 
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認可と制限 

認可は、REACH登録した物質のうち、 
附属書ⅩⅣに収載されたものから、 
申請した特定用途のみ 
使用が認められる。 

特定用途 

円の中だけOK 

制限は、登録の有無にかかわらず、 
使用禁止や用途制限が 
課せられる。輸入品も同様。 

制限用途 

この用途では使えない 

附属書ⅩⅣ収載物質（認可対象物質）が増えない一方で、制限によって 
特定の高懸念物質が使用禁止となる可能性があるので注意。 
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使用条件を満足する
場合のみ使える 



ECHAはREACH加盟各国が「評価」すべき物質リストを毎年公表。 
 (1) 2012～16年の5年間で、201物質 
 (2) 選択基準 
   PBTs、vPvBs、内分泌かく乱懸念、感作性、広範囲用途、 
   消費者-高感受性世代（子供）暴露、合算Tonnage、 
   CSRベース、蓄積暴露など 

CoRAP 対象物質例 

2012年 EO、BPAほか 

2013年 ホルムアルデヒド、ほか 

2014年 フタル酸ジエチルほか 

2015年 二酸化チタン、キシレン類、ほか 

2016年 ・・・・・・・・・ 

評価 CoRAP：Community Rolling Action Plan  

評価内容への対応： 
 ①追加試験⇒費用負担 
 ②コンソーシアムを通じたパブコメ 
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認可とSVHC 

第56条 （一般的な規定）  

製造者、輸入者は物質が附属書ⅩⅣに含まれる場合には、上市または使用してはな

らない。（特定の用途に関する認可が与えられている場合を除く） 

第57条 （SVHC；附属書ⅩⅣに含まれる物質） 

(a) (b)(c)項 ；C（発がん性）、M（変異原性）、R（生殖毒性） ←指令67/548EEC 

(d)項；PBT（難分解性、生体蓄積性、毒性）/附属書XⅢ 

(e)項；vPvB（極めて難分解性で高い生体蓄積性） 

(f)項；内分泌かく乱性を有するか、(a)～(e)と同等レベル(equivalent level of      

    concern )の懸念を生じさせる人または環境に影響を及ぼすおそれの 
    あるもの  ←呼吸器・皮膚感作性物質も対象に 

・認可申請ができるのは、製造者、輸入者、川下ユーザー、OR 

・輸入された成形品中の物質（0.1%未満）は適用外（届出対象） 
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事例 背景 対応 

仕入先が予備登録は行ってい
たが、欧州輸出は当社のSC
のみのため、本登録を行わな
いとの意思表示があった。 

欧州輸出分は少量で
あり、登録が割に合わ
ない。 

・代替調達先検討 

・仕入先の登録に協力 

・自社で登録実施 

・欧州事業の撤退も検討 

物質名、およびを登録してい
る、という証明書を発行しない。 

仕入先や物質名のわかる証
明書は川下に渡せない。 

仕入先は登録のただ
乗り防止のため、特に
登録番号情報を公開し
ない。 

・協力について念押し 

・OR2ISの利用を検討 

川上供給者が作成するCSRで
カバーされない用途への対応
が必要となる。 

評価の結果、当初の
暴露シナリオがカバー
されなくなった。 

川下使用者にてリスク評価、
CSR作成をお願いする。 

 

評価の結果、認可や制限が
課せられる。 

CoRAP、RMOAの評価
プルグラムが活発。 

情報収集を行い、事前に動
向を把握し備える。 

これから予想される事例 
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REACHは登録で完了ではなく、その後の管理、対応が必要で、 
そのためには双方向の情報伝達も必要。 



１．輸入者情報（輸入者を特定できる情報）の暗号化とOR指名者による復号化 

２．OR情報（ORを特定できる情報）の暗号化と輸出者による復号化 

 

 

 

 

 

３．OR（OR指名者）、輸入者共にREACHｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽに必要な情報を間接事業
者を介して伝達･収集できる 

OR指名者 中間企業 輸出者 

輸入者情報 復号化できる 知り得ない 暗号化する 

OR情報 暗号化する 知り得ない 復号化できる 

暗号化＝中間企業に対しては記号でしか伝達されないが、その記号を次の 
        Stakeholderに伝達してもらう 
復号化＝中間企業から伝達された記号情報を、生の情報に変換する 

ITプラットフォーム利用による、裏ワザ         
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OR2IS＊で解決できること 

当社では、OR2IS (GREEN eBASE)は導入済みで、依頼に応じ対応可
能。 

（＊： OR2IS = OR Related REAC Information Sheet） 



    

ご静聴ありがとうございました 

Challenge   Diversity   One Team 
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