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REACHに関するEU域外サプライチェーンの情報伝達

EU域外

OR指名企業
（川上企業）

輸出企業
（川下企業）

川中企業
（川上企業） （川下企業）

＜ORに提供すべき情報＞
◆ EU輸入者名

＜輸入者に提供すべき情報＞
◆物質情報

双方向の情報伝達
のカギを握る存在

◆ EU輸入者名
◆ EU輸入数量（輸入者別）

◆物質情報
◆OR情報
◆登録トン数域（登録期限）

ＯＲ指名企業がＯＲ指名企業が
輸出事業者から
川中企業を経由して
入手し、ORに提供

輸出企業が
OR指名者から
川中企業を経由して
入手し、輸入者に提供

OR(唯 の代理人） EU輸入者

EU域内
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OR(唯一の代理人） EU輸入者



GREEN eBASE(OR2IS(オーリス))の特徴

OR指名企業
（川上企業）

輸出企業
（川下企業）川中企業（川上企業） （川下企業）川中企業

OR2IS OR2IS

川中企業にも配慮した双方向の情報伝達のしくみ

◆ 伝達情報内容／書式の共通化 ミニマム化◆ 伝達情報内容／書式の共通化、ミニマム化

◆ 組成、物質名、OR名、輸入者名等のCBI（ビジネス上の秘密情報）の保護に配慮
- 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

川中企業にと て知る必要の無いOR情報 輸入者情報を暗号化して伝達- 川中企業にとって知る必要の無いOR情報、輸入者情報を暗号化して伝達
→CBI開示に伴う煩雑な秘密保持契約等が不要

◆ 無償ツール、便利ツールの提供による情報伝達の負担軽減
- データの集計／出力、BOM展開（＆合算）、OR2ISファイル作成などの機能が

GREEN eBASEで利用可能（小口ユーザーは無償版のeBASEjrで対応可能）

川中企業における情報伝達に要する負担を大幅に低減
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→川中企業における情報伝達に要する負担を大幅に低減



調査依頼

川中企業 ⇒ 川上企業

（調剤を製造している川中企業の例）（調剤を製造している川中企業の例）

ＧＲＥＥＮ ＢＡＳＥでの作業フＧＲＥＥＮ ｅＢＡＳＥでの作業フロー
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１．調剤を製造している川中企業から川上企業への調査依頼

＜今回の説明で使用する仮想のサプライチェーン＞

樹脂P

顔料Q

塗料S川上企業E 塗料S
100ｔ/y

＜今回の説明で使用する仮想のサプライチェ ン＞

川上企業F
川中企業B

顔料Q

溶剤R 輸入者D

100ｔ/y

川下企業C（輸出企業）川中企業 輸入者D

塗料S 組成
樹脂P 20%
顔料Q   5%
溶剤R 75%

川上企業A

川下企業C（輸出企業）

OR2ISファイル

溶剤R 75%        

OR2ISファイル
塗料S
輸入者D
輸入量 100ｔ/y

溶剤R
輸入者D
輸入量 75ｔ/y

塗料S    
輸入者D   100t/y    

樹脂P 顔料Q 溶剤R       
輸入者D 20t/y 5t/y 75t/y輸入者D 20t/y   5t/y   75t/y

製品（調剤／ポリマー）のREACH登録について調査依頼を受けた場合、
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その原料について自らORを指名してREACH対応していない川中企業
は各原料を供給している川上企業に調査を依頼する必要がある



①川下企業からの依頼 調査ファイルの取込み

１．川中企業から川上企業への依頼

川下企業からの依頼（OR2ISファイル）をGREEN eBASEで取込み、表示する
必要事項が記載されていることを確認
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②製品を構成する原料に分解し、原料情報を登録

１．川中企業から川上企業への依頼

塗料S（製品）を構成する原料に分解、溶剤R、樹脂P、顔料Qの原料情報を入力

製品作成製品作成

製品を構成する原料の
原料ファイルを作成する
機能
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③輸入数量の分割
１．川中企業から川上企業への依頼

塗料SのEU輸入量を各原料の組成比に応じて各原料毎のEU輸入量に分割する

輸入トン数分解輸入トン数分解輸入トン数分解輸入トン数分解

成分の組成比に応じて
輸入数量を分配する機能原料組成（％）を入力
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④輸入数量の分割確認
１．川中企業から川上企業への依頼

分割された対象原料の輸入量が正しく表示されていることを確認
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⑤川上企業への依頼送信用ファイルの出力
１．川中企業から川上企業への依頼

原料ホルダー（原料Vol）にて川上企業に調査を依頼するデータを選択し、
送信用ファイルを出力→川上企業に依頼（送付）
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回答作成

川上企業 ⇒ 川中企業
（OR指名企業）（OR指名企業）

ＧＲＥＥＮ ＢＡＳＥでの作業フＧＲＥＥＮ ｅＢＡＳＥでの作業フロー

10



２．川上企業（OR指名企業）から川中企業への回答

溶剤R

川上企業A（OR指名企業） 川中企業B

OR-G

物質毎のＥＵ輸入者別
輸 者 輸 情

OR2ISファイル

物質毎のＥＵ輸入者別

の輸入数量情報を取り
まとめてＯＲに報告する
ことが可能
（ に報告 形式

輸入者、輸入数量情報
の提供を受けた顧客に

物質の（予備）登録番号、
ＯＲ情報を伝達

溶剤R
輸入者D

OR2ISファイル

（ORに報告する形式での
帳票出力が可能）

ＯＲ情報を伝達
（必要であれば輸入者
情報の暗号化可能）

輸入量 75ｔ/y

物質情報
予備登録番号050 9876543111 0000

OR指名者は川中企業から送付されてきたOR2ISシ トに

予備登録番号050-9876543111-0000
登録トン数域：100-1000ｔ
OR:OR-G

REACH（予備）登録物質情報、OR情報入力と引換えに

OR指名者は川中企業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
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REACH（予備）登録物質情報、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可能



①川中企業からの依頼 調査ファイルの取込み
２．川上企業（OR指名企業）から川中企業への回答

川中企業からのOR2ISファイルをGREEN eBASEで取込み、表示する
必要事項が記載されていることを確認
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②OR情報をORマスターに登録
２．川上企業（OR指名企業）から川中企業への回答

ORマスター画面にOR情報を入力し、OR2ISセンターに登録

AAA
BBB

1234 5678

ABCD

OR2ISセンター登録OR2ISセンター登録

1234-5678
ABCD@OR-G

OR情報を暗号化する場合に利用
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③川中企業への回答ファイルの作成
２．川上企業（OR指名企業）から川中企業への回答

川中企業からの調査依頼ファイルにOR情報、対象物質情報などを入力し
回答用ファイルを作成

対象物質（溶剤R)に関する登録情報を入力

OR情報はORマスターから

OR情報取得OR情報取得
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データを取り込んで入力



④輸入者情報の取得方法
２．川上企業（OR指名企業）から川中企業への回答

OR情報を入力したOR指名者は、OR2ISセンターより輸入者情報を取得できる

OR2ISセンターより情報取得OR2ISセンターより情報取得

輸入者情報を表示輸入者情報を表示
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⑤ORへの情報提供に利用可能な帳票の出力

２．川上企業（OR指名企業）から川中企業への回答

OR情報を入力したOR指名者は、帳票の形式でも輸入者情報を出力可能
（複数のデータを一括出力する機能は有償版での対応）

帳票出力帳票出力

輸入者情報を帳票の形式で出力する機能

帳票出力帳票出力
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回答作成

川中企業 ⇒ 川下企業

（調剤を製造している川中企業の例）（調剤を製造している川中企業の例）

ＧＲＥＥＮ ＢＡＳＥでの作業フＧＲＥＥＮ ｅＢＡＳＥでの作業フロー
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3. 川中企業から川下企業への回答

料 情報 情報 集約

樹脂P

塗料S
川上企業E

塗料S

原料の情報、OR情報を集約して
川下企業（輸出企業）に伝える

川中企業B

顔料Q

溶剤R

塗料S

輸入者D
川上企業F

川下企業（輸出企業）

塗料S

川上企業A

川中企業B溶剤R 輸入者D

塗料S 組成
樹脂P 20%
顔料Q   5%

川下企業（輸出企業）

溶剤R 75%        

OR2ISファイル

OR2ISファイル

物質情報 溶剤R
予備登録番号050-9876543111-0000
登録トン数域：100 1000ｔ

物質情報 予備登録番号 登録トン数域 OR
樹脂P 050-9876543333-0000    >1000       OR-K
顔料Q 050 9876543222 0000 10 100 OR H

川上企業から回答のあったOR2ISファイルを取込み、一括更新すれば、

登録トン数域：100-1000ｔ
OR:OR-G

顔料Q 050-9876543222-0000    10-100     OR-H
溶剤R 050-9876543111-0000 100-1000 OR-G
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川上企業から回答のあ た Sファイ を取込み、 括更新すれば、
入手したOR情報を反映したOR2ISファイルが自動的に作成される
これをもとにCBIを削除した川下企業への回答用OR2ISファイルを作成



①川上企業からの回答ファイルの取込み

３．川中企業から川下企業への回答

川上企業からの回答を原料ホルダーに取込み、表示する
OR情報、物質情報が記入されていることを確認
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②川上企業からの回答（原料情報）を製品の情報に反映
３．川中企業から川下企業への回答

川上企業から回答のあった原料情報を川下企業に回答する製品情報に取込む

一括更新(OR2IS)一括更新(OR2IS)括更新( S)括更新( S)
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③製品の情報に反映させる原料情報確認
３．川中企業から川下企業への回答

一括更新で取り込まれる原料情報を確認
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④原料情報が製品情報に反映されていることを確認
３．川中企業から川下企業への回答

原料の登録情報、OR情報が製品情報に反映されていることを確認
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⑤川下企業への回答ファイル作成 CBIの削除

３．川中企業から川下企業への回答

CBI（原料組成、物質名など）を必要に応じて削除し、川下企業への
回答ファイルを作成

削除削除

原料成分を削除原料成分を削除
する機能
→塗料Sの原料
である３成分を 顔料Q、溶剤RのCAS No, EINECS Noをconfidentialにである３成分を
削除

顔料Q、溶剤RのCAS No, EINECS Noをconfidentialに
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⑥川下企業への回答ファイル作成完了～回答
３．川中企業から川下企業への回答

川下企業への回答ファイル作成完了→ファイルを出力し、川下企業へ回答
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データの一括変更、一括更新処理
４．GREEN eBASE（OR2IS)での追加機能

大量のデータ一括変更、更新、入力／出力、サーバーの共有、
各社の社内システムとの連携は有償モデルで対応可能

OR2ISファイル OR2ISファイル

OR2IS

ファイルを自動取込み
川下企業
に回答

川上企業
に調査

各社の
GREEN eBASE®

データ一括出力

各社
社内システムとの連携

化学物質管理
ＤＢ

OR2IS用
サーバー
導入

データ取込み
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OR2IS-DB



川中企業、ＯＲ指名企業にとっての
GREEN eBASE(OR2IS(オーリス))利用のメリットG S ( S(オ リ ))利用の リット

◎ REACHコンプライアンスの確保
（EU競争法にも配慮）

◎ 数量管理業務の効率化、省力化

⇒輸出企業を起点とするＯＲ２ＩＳ（オーリス）による⇒輸出企業を起点とするＯＲ ＩＳ（オ リス）による
情報伝達にご協力をよろしくお願いします。
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ご静聴ありがとうございましたご静聴ありがとうございました

＜お断り＞
使用したデータはあくまでもモデルケースに基づく架空のものです。
また『GREEN eBASE(OR2IS(オーリス））』の仕様、画面表示は、講演資料
作成時点のものであり、変更されることがあります。
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