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説明の目的と内容 

１．REACHコンプライアンス上の問題点の背景 
 

２．課題と解決策の基本コンセプト 
 

３．OR2ISによる具体的なSolutionの提案 
 

４．参加・普及へのご協力のお願い 

◆OR（唯一の代理人）を介したREACHへの取り組みに於ける、 

  EU域外事業者個有の課題の共有化 

◆課題克服手法（概念）の業界横断型全体最適化 

 （川下側を起点とする双方向のMinimum Packageによる情報伝達） 
◆EU域外の全Value Net上での共通IT Toolの利用、参加を促進 

目的 

内容 
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双方向情報伝達推進ＷＧ（通称OR2IS）メンバー 

  

化学業界:花王、DIC、三井化学、 （日本化薬） 
 

商社：CBC、双日、豊田通商、長瀬産業 

 

E&E業界 : （キヤノン、ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾋﾞｼﾞﾈｽｴｷｽﾊﾟｰﾄ）  
                                   

コンサルタント：（ﾊｰﾗﾝﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ、住化分析センター ）  
 

業界団体:（日本化学工業協会、産業環境管理協会） 
 

IT 業界   :（ eBASE） 
 

事務局：日本化学品輸出入協会  

             （   ）内はオブザーバー 
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EU域外 

製造者A(ﾓﾉﾏｰa) 

EU域内 

製造者X(顔料ｘ) 

樹脂製造者P1(樹脂P1）     製造者B(ﾓﾉﾏｰb) 

製造者C 
(添加剤c) 

製造者Y(溶剤ｙ) 

OR-A 

塗料 P２の 
輸入者（I） 塗料製造者P2(塗料P2） 

＝輸出者 

OR-B OR-C 
OR-X 

OR-Y 

◆自分でREACH登録していなくても  
◆自分で直接輸出していなくても   

       EU輸出に繋がるSC上の全てのステークホルダーが対象                  

塗料の輸入 

◆相互に必要な情報を個々のSC上で伝達すること                                          

【課題】  

誰が関係するか？ 

【方策】  

◆ORと輸入者の紐付け                                         

OR2IS       
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今、敢えてなぜREACHなのか？ 

１．予備登録は、あくまでも予備であって（本）登録ではない。 

 

２．2010年登録を終えているものは、対象化学物質の一部に過ぎない。 

 

３．REACHは、「登録」だけではなく、その後の管理まで厳格に要求している。 

  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） 

 

４．2018年を過ぎても、REACHコンプライアンス上のSC管理は必要。 

2008年の予備登録を終えて、 ホッとしていないか？ 

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？ 

2013年の登録は、ゴールが見えてもう終わりと思っていないか？ 

2018年は、まだまだ先と思っていないか？ 
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REACH 第6条  EU企業の義務 

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
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。 
 (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 

物質それ自身または混合物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混合物中の物質について、 
製造業者または輸入者は、庁に登録を提出 

6/27 
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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
川下ユーザーとなる。 

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 

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。 

REACH 第8条 域外製造業者によるORの指名  
7/27 
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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 

8/27 
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情報伝達に関する問題とは？ 

 

e-Mailや紙ベースでの管理では秘密保持契約をしなければならない。 

 

 

 

 

 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、事業情報管理上の問題が起きる。 

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？ 

OR2IS       
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◆ REACHコンプライアンス 

  達成のために必要な情報   

 

 １．輸入者が保有すべき情報 

   (1) 登録情報（登録No.） 
   (2) OR情報 

 

 ２．OR指名者が保有すべき情報 

   (1) EU輸入者情報 

   (2) 輸入数量（物質ごと） 
   (3) 使用、曝露情報 

◆ 対峙する課題 

   

 １．事業上の秘密情報（CBI）保護 

     事業者情報 

     事業数量情報  

     調剤の成分・組成情報 

 

 ２．REACH以外のコンプライアンス･ 
   リスク管理 

     EU競争法 

     独占禁止法 

EU域外の調剤･ポリマーを川上原料メーカーが指名したORを介してREACH登
録する場合の構造的問題 
◆ 間接輸出･輸入される調剤中の複数の物質を、複数のORを介した登録でカバーする 

  事のミスマッチ（第８条の問題） 

◆ 登録は物質そのもの（Substance）でなされるが、SC上で製品が調剤･ポリ 

  マーに転換されることによる情報ミスマッチ （第６条の問題） 

必要な情報伝達収集がなぜ困難か？ 10/27 OR2IS       
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輸出入される調剤のREACH登録の問題 

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？           

川上供給者が指名するOR（唯一の代理人）の 

川下ユーザーにならざるを得ない 

自力で登録出来なければ、 

輸入（または輸出）をやめる？ 

No 

対策    

そもそも第三者が
調剤の定量的な
組成情報を得る事

は不可能 

REACH登録 

義務からの 

回避 

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！！ 

再確認                    

OR 輸入者 

OR2IS       
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  川下側起点の情報発信がないとどうなるか？ 

１．OR指名者がカバーできるのは、調剤･ポリマーの輸出事業のうち、 

  知り得ているものだけである 

２．しかも、輸出されている調剤･ポリマーの部分的な成分（自社物質）  

  のみをカバーしているだけ 

３．調剤･ポリマーの全成分の登録がカバーできていない輸入は停止 
  （欧州当局の査察・照会→違反摘発） 

４．知り得なかった川下事業の停止による事業規模縮小 
５．採算悪化による川上の事業そのものも停止 

６．川上事業（物質製造者）に連鎖するSC上の全事業の共倒れ     

（最悪のシナリオ） 

REACH遵守に関わら
ない国内事業も 

OR2IS       
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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 

 ・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） 
 ・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 

 ・Supply Chain情報に関する規定への遵守 

 など 
 

３．REF-3 （2012年～） 
 ・通関当局と共に化学物質の輸入について行う。ORも対象。 

   

＜REACH-EN-FORCE （欧州当局の査察プロジェクト）＞ 

査察！ 

OR2ISがめざすREACHコンプライアンス対応 
OR2IS       
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課題と解決策の基本コンセプト 

 

１．OR＊１（OR指名者）と在欧の輸入者＊２（への輸出者）においては、REACH法 

  遵守上必要な情報の入手整備が必須。 

 

２．伝達収集する情報を最低限のPackageとする事により、CBI、競争法上の 

  無用な不安感や懸念を払拭する。 

 

３．上記２．の為に、SC上の川中事業者には本来知り得ない情報を伝達して 

  もらう必要があり、彼らには情報を秘匿（暗号化）して伝達する。 

 

＊１、＊２： 共にREACH法の適用を受けるもの 

OR2IS       
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伝達情報の最小化（提案のまとめ） 

A B C 

伝
達
す
べ
き
情
報 

１．川上側から入手する情報は川下側に伝達する情報 

 ①製品名（SC上で変化するが、１対１の対話の為に必要な情報） 

 ②含有成分ごとの（予備）登録No.＊１ 

 ③含有成分ごとの「OR」情報（名称や連絡先など、これによりDUとなる） 

   ＊１； 組成開示ではない（秘密情報は保護され、コンプライアンス確認のIdentifierとなる） 

２．川下側から入手する情報は川上側に伝達する情報  

 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輸入数量 

輸入者        OR指名者 

輸入製品が登録済み 

である証拠  

   １-② 

   １-③ 

登録に必要な情報  

   ２-① 

   ２-② 

１．SC上でこの情報の伝達を繰り返す事が必要  

２．ただし、事業情報の秘密を担保する事も必要      

OR 

ガイダンスドキュメントより 

OR2IS       
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調剤の輸入者がORの川下ﾕｰｻﾞｰとなるためには 

物質名 

ポリマーや
混合物の
登録は、モ
ノマーや構
成成分ごと 

物質の
Identity 

 

CAS No. 

EU 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 

登録予定の有無 

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 

Tel, Fax 

その他の
情報 

05-987654321-0000 Mickey Rat (UK) 

01-987654311-0001 Mickey Rat (UK) 

05-987654121-0000 Mickey Rat (UK) 

05-987654221-0000 
Donald Dog 

(GM) 

05-987654521-0000 Goofy Cat (UK) 

01-987654777-0000 Goofy Cat (UK) 

製
品
の
名
称 

イ
ン
クE

R
P

-

20 

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？ 

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。      

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 

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？ 

OR2IS       
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【確認事項-1】 OR2ISでの双方向の情報伝達の目的は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 

双
方
向
に
伝
達
す
べ
き
情
報 

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 

 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 

   ＊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 

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 

 ②その輸入事業者毎の（Substanceそのものの）輸入数量 

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 

OR2IS： REACHコンプライアンスへの通行手形 
OR2IS       
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EU輸入者とORの紐付けの実態（ある事例） 

実務上の実態：文書によるEU輸入者とORの紐付け 

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。 

   （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  

   ったか？ 

【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） 

 

OR2IS       
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EU輸入者とORの紐付けの実態（紙ベースでは困難） 

 OR指名者   

（EU域外）   
EU 輸入者 

OR（唯一の代理人） 

(6) 確認  

(7) Recognition Letter 

(5) Importer Agreement Letter 

(2) 輸入者名の提供 

(3) 輸入者リスト 

Yes, 

(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     

(1) 輸入者名提供のお願い 

(5’) Importer  Letter 

(4) 予備登録情報の提供 

OR 輸入者 

OR指名の 

連絡をもらっちゃった 

だけではだめヨ！ 

19/27 
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調剤輸入者がORの川下ユーザーになる事の意味 

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。 

 

(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） 

 

(2) ある法律事務所で議論したこと（Brussels） 

  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。）   

【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） 

OR2IS       
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先ずはOR2ISから始めましょう    

【確認事項-1】 OR2ISでの双方向の情報伝達の目的は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 

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。 

  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。 

  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。 

た
い
こ
と 

ご
確
認
頂
き 

OR2IS       
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１．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 

２．輸入者情報（輸入者を特定できる情報）の暗号化とOR指名者による解読 

３．OR情報（ORを特定できる情報）の暗号化と輸出者による解読 

OR指名者 中間企業 輸出者 

輸入者情報 解読できる 知り得ない 暗号化する 

OR情報 暗号化する 知り得ない 解読できる 

   

OR2IS（オーリス）で解決できること 

 

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 

解読    ＝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         

OR2IS       
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GREEN eBASE for OR2IS による起票、暗号化と伝達 

Access from 

individual PCs  

Local DB 

(REACH) 

暗号化情報の伝達 

Internet 
 

Local DB 

(REACH) 
Local DB 

(REACH) 

OR2IS Center （暗号化） 

暗号化 

解読 

GREEN eBASE for 

OR2IS 

Data入力  

& 

暗号化(輸入者名) 

解読 

(OR) 

Data入力  

& 

暗号化(OR) 

解読 

(輸入者名) 

暗号化 

解読 

OR2IS       
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GREEN eBASE for OR2IS 

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、 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） 
 

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） 

OR2IS       
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OR指名や欧州輸出をしていな
い川中事業者は、 

無償で使える方法もあるんだ！ 

 

無償操作説明会もあるよ！ 

 



OR2ISを使ったらどうなるの？ 

発想の転換 

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。 

   受身的な発想        能動的な発想 
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これをやら
なければ、
日本のSC

が壊滅する 

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 



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 
  

  (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 

  (5) Sever TypeのGREEN eBASE for OR2ISを導入すれば、 

    全社一元管理も可能 

 

２．GREEN eBASE for OR2IS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ールとして、 

    ① 川下側のBuying Power 

    ② Freemium モデル 

    のダブル効果で大規模な普及が可能 

  

まずはOR2ISの導入をお願いします   
OR2IS       
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以下の日程で、GREEN eBASE for OR2IS無償操作説明会を開催します。 
 ●東京 12月14日（金）   

ご参加をお待ちしております。 

 詳しくはこちら ↓ 
http://www2.ebase-jp.com/or2is/DispSearch.do?volumeName=00257&matrix=  

   

参加・普及へのご協力のお願い                                                                  

● Value Net情報収集上の問題点･課題の共有化 

 

● 方策（OR２IS提案）に関する合意形成 

   （川下側を起点とする双方向のMinimum Packageの情報伝達） 
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2012年分のREACHコンプライアンス情報の 

伝達･収集をOR２IS一本でやってみよう！！ 



           ご清聴 
 

   ありがとうございました。 
 

（一般社団法人）日本化学品輸出入協会 

双方向情報伝達推進ＷＧ（通称OR2IS）の 

取組みについて 
 

二瓶 聡（長瀬産業株式会社 ロジスティクスマネジメント部） 

             化学品・製品管理室 

 


