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エグゼクティブサマリー

欧州のREACH規則 1 は2007年6月1日に発効して、
すべての工業界に影響している。
これは、OEMおよ
び供給者に対して迅速かつ継続的な対応を求め
る。REACHの下で高懸念物質(SVHC)は認可を必要と
し、人の健康とまたは環境に許容程度を超えたリス
クを与える物質は制限される可能性がある。REACH
規則に適合することはEEA(欧州経済地域)において
事業を営む企業（およびEEA内で事業を営む顧客
または子会社）にとって必須である。REACHの準備
にあたり、すべての主要な車両メーカーの代表者と
自動車業界のサプライチェーンはREACHに関する
タスクフォース（TF-REACH）を結成した。TF-REACH
は、REACHに対する各セクターの対応の調和を図り、
重複と混乱を回避するべく、共通のスケジュールと対
外コミュニケーション戦略を推奨する。TF-REACHの
アプローチと推奨は、
このREACHに関する自動車業
界ガイドラインに概説されている。

AIG ON REACH 4.0

REACHに関する自動車業界ガイドラインVersion 3.1
が2012年6月に公表されて以来、REACHは幾つかの
重要なマイルストーン、例えば候補リスト
（以下、CL）
および付属書XIV認可リストの連続的拡充を経てき
た。 また、
「成形品」
という用語が、欧州司法裁判所
によって再定義された。さらに認可の下で最初のサ
ンセットデートを通過して、業界に対して認可申請が
認められた。第1および第2の登録期限から経験も得
られた。
タスクフォースにおける協力を通して豊富な
経験を積んだうえ、用途の認可、成形品に含まれる候
補リスト物質（以下、CL物質）の届出、および候補リス
トの絶えざる増加に基づく情報伝達を含む今後のプ
ロセスに鑑みて、自動車業界ガイドラインを再び改
訂することは車両メーカーと自動車業界のサプライ
チェーンにとって有用だろうと思われる。
過去において業界は、期限内にREACHにどのように
対処するか不安を抱いていたが、いまでは業界は、
適切にやり遂げられるという自信をもって、今後も法
的義務と向き合うことができる。
自動車業界は、SVHC
の代替を見いだすためにサプライチェーンが払った
努力を高く評価する。それらはサプライチェーン全体
を通して、我々の工場および販売店において、そして
言うまでもなく我々の顧客の下で、人の健康と環境
をよりよく保護する。

重要なメッセージ

•

REACHは、セクターが果たすそれぞれの役割、す
なわち物質（例えばマグネシウム）
と混合物（例え
ばエンジンオイル）の川下ユーザー、成形品（例え
ばEEA内で製造される自動車、エンジン、バンパ
ー）の生産者、または成形品/混合物/物質の（EEA
外からの）輸入者にそれぞれ異なる義務を課して
いる。第4章のフローチャートは、セクターがそれ
ぞれの義務を決定する上で助けとなり、次に行う
べきことに関するガイダンスが載っている自動車
業界ガイドラインの適切な章に導くだろう。

•

REACHの下で果たす役割に応じて、企業は自社が
使用する物質/混合物/成形品に関するインベント
リーを作成すべきである。
このようなインベントリ
ーは、それぞれの義務や次のステップについて判
断する上で助けとなろう。

•

川下ユーザーは、それらの物質の用途がサプライ
チェーンによって登録されることを期待している。

自動車業界ガイドラインは、EEA外の供給者がEEA
内における唯一の代理人を指名することを推奨す
る。唯一の代理人は供給者の顧客が輸入者の役割
を兼ねることに代えて、輸入者の責任を引き受ける
（5.4章参照）。

•

•

REACH義務を果たすために、サプライチェーン全
体がデータ、用途、安全な使用のための管理措置
などの情報を伝達する必要がある
（5.5章および付
属書B参照）。

•

サプライチェーンの各関係者は、REACH規則の順
守を確実にし、REACHによってもたらされるビジネ
スリスクを最小限に抑えるために、REACH代表者1
名を指名し、戦略的行動計画を策定すべきである。

•

セクターは、成形品からの物質の放出がREACHの
目的にとって意図的放出に当たるか検討し、結論
を5.8章に示す。

1

Regulation (EC) No 1907/2006 on Registration, Evaluation,
Authorisation (and Restriction) of Chemicals
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•

第6章には、自動車業界のREACH対応に関する主
な義務と推奨事項が要約されている。そこではそ
れぞれの活動のスケジュールとともに、援用可能
なツールが特定されている。これらの活動は、大
まかに5段階REACH適合スケジュール（付属書C参
照）に分類される。それらの表題は、意識啓発、物
質インベントリーの策定、意図の表明（3段階）、高
懸念物質、およびリスク管理措置と用途である。

•

第5章と第6章では、サプライチェーンの情報伝達
に関して、川下ユーザーに焦点を当てたSDS/extSDS要件を含む様々なプロセスが記されている。
こ
の章の後にCLP規則およびそこで規定された届出
義務に関する情報が続く。

自動車業界ガイドラインは、
ガイダンスと、TF-REACH
メンバーが様々なREACHプロセスと取り組むことを
通して得た実際の経験とに照らして更新される。

本文書には自動車業界のREACHの義務ならびにその履行に関する説明が示されている。本文書は誠意を
もって提供され、世界の自動車業界の専門家の最高の知見および本文書の発行時点における最新の技術
水準を反映している。
しかし、REACH規則の本文だけが真正で合法的な参考出典であり、EU法規の法的拘
束力のある解釈は欧州司法裁判所の権限によってのみみなされる。
したがって、本文書に含まれる情報や
ガイダンスは法的拘束力を有しない。本文書の発行に寄与した各団体は本文書の内容またはその使用か
ら生じるいかなる責任をも負わないものとする。
業界団体は無条件で公正な競争を確約する。業界団体としての目的は、合法的な手段と活動を通じてのみ
その会員の利益を促進し、それぞれの目的と目標の達成を容易にすることにある。
この役割を果たすにあ
たり業界団体は欧州独占禁止法に違反しないように慎重に行動を進めなければならない。
JAMA注：本文書は英語版をJAMA（日本自動車工業会)で翻訳したものである。英語版と差異がある場合
は、英語版を正式文書として頂きたい。
日付： 2018年6月13日

» エグゼクティブサマリー

免責条項

AIG ON REACH 4.0
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前書き：この自動車業界ガイドライン（AIG）について

化学物質の登録、評価、認可および制限（REACH）
規則（EC）1907/2006は2007年6月1日に施行され、
すべての工業界に影響を与えている。自動車業界
は車両メーカー各社と幾層ものサプライチェーン
によって構成されているためにREACHの下で種々
の役割を持つが、それらはすべて様々な義務と関連
している（第5章参照）。REACHに対して準備するた
めに、ACEA、AIAG、BIL、CLEPA、JAMA、KAMAおよび
VDAに代表される主要なメーカーは、REACHタスク
フォース(TF-REACH 2)を結成した。タスクフォースの
目的は、各セクターのREACH実施プロセスの調和を
図るべく、共通のスケジュールと対外コミュニケーシ
ョン戦略を確立することである。
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REACHに関する自動車業界ガイドラインのコメ
ントおよび更新
REACHに関する自動車業界ガイドラインの最新版
は、http://www.acea.be/reach から無償でダウンロ
ードできる。
このガイドラインを改善するためのコメ
ントや提案は、TF-REACHの事務局 (reach@acea.be)
か、またはそれぞれ所属する団体に送られたい（付
属書A参照）。

タスクフォースは会員に推奨事項を強制することは
できないが、サプライチェーン全体にわたって努力
の重複や混乱を避けるために推奨事項が広く採用
されることを期待している。
このガイドラインで取ら
れている立場は、タスクフォース全員の合意に基づ
いている。

» 前書き：この自動車業界ガイドライン（AIG）について

このガイドラインは、将来REACHの改訂に応じて修
正される。
これはまた欧州化学品庁（ECHA）
ガイダン
ス文書の発行、そしてまた様々な団体のメンバーが
REACH実施を通して得る実際の経験に伴って更新さ
れる。
自動車業界ガイドラインは工業プロセスにおいて物
質および/または混合物および/または成形品を使
用する川下ユーザーに実用的な支援を提供すること
を意図している。それはまた成形品の生産者や輸入
者の義務も対象にしている。
これはREACH規則への
適合準備を助けるための「便覧」
と見られるべきであ
る。ただし、
このガイドラインは化学物質および/また
は混合物の製造者や輸入者の義務、
あるいは調合者（
「第1レベルの川下ユーザー」）の義務を広範囲に扱
うものではない。
このガイドラインはREACHおよびCLP規則の法文を
参照する。REACH (EC)1907/2006および指令67/548/
EECを修正する指令2006/121/ECは、2006年12月30
日付のEU官報で公表され、その後修正された本文
が2007年5月29日付官報に公表された。 すべての実
施法を含む法文は次のサイトで見ることができる：
https://echa.europa.eu/regulations/reach/
legislation.
このガイドラインは、
自動車業界サプライチェーンに
おけるそれぞれのメンバー（関係者）の具体的な法
的義務を理解するために、最新のREACH規則および
ECHAガイダンス文書と併せて用いるべきである。

2

TF-REACHに属する機関とACEA、JAMAおよびKAMAが代表する
主要な車両メーカーの全リストは付属書A「REACHタスクフォース
（TF-REACH）を支持する団体」を参照のこと。
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第1章：序論－REACHと自動車業界

この序論は、なぜ自動車業界がこのようなガイドラ
インを必要とするかについて説明するものであり、
「REACHとは何か」について全貌を示すものではな
い。
REACH 規則3 は2006年12月に欧州連合（EU）法に
採択され、2007年6月1日に施行された。
これはEC規
則（Regulation）
として、自動的にそれぞれの加盟国
の法律となるのであり、EUまたはEC指令（Directive）
の場合のように国内法への転換を必要としない。た
だし、各加盟国はそれぞれの国内法制度を考慮して
REACHを施行することを義務付けられている。

REACHの現実

•
•
•
•

•
•
•

REACHは成形品の生産者や輸入者に影響を与え
るため、単に化学業界の問題ではない。
REACHはEUを拠点とする企業のみの問題ではな
い。
REACHは環境・健康・安全の専門家にのみ関わる
問題ではない。
REACHに適合しない企業は上市できない。REACH
はEEA内で事業を営むすべての企業（そしてEEA内
で事業を営む顧客または供給者を持つ企業）に影
響を与える。
事業の継続性はREACHによってサプライチェーン
を通じて影響を受ける。
REACHが事業に与える意味と影響を理解し、戦略
的行動計画を策定する企業は、そうしない企業に
比べて競争上の強みを得るだろう。
代替はACEAの 持続可能な代替基準 (付属書O参
照)を参照できる。

AIG ON REACH 4.0

REACHの目標
この規則の目的は、競争力および革新を高揚させつ
つ、物質のハザードのアセスメントに対する代替法
の促進を含めた人の健康および環境の高レベルの
保護ならびに、物質の共同体市場での自由な流通を
確実にすることである。
（REACH1条1項）。
それゆえREACHの主な目的は次の通りである。
• 人と環境に対する化学物質のリスクを低減し、動
物実験を減らすこと。
• REACH付属書XIVおよびXVIIに掲載された具体的
な危険物質の代替を促進すること。
• 上記の物質の使用の認可または制限を要求する
こと。

これらの現実に対応して目標と目的を達成するため
に、REACHは自動車OEMおよび供給者が直ちに､そ
して将来も行動することを要求する。
登録について検討するならば、事業に関係するすべ
ての物質そのものまたは混合物中の物質は、特定の
用途について供給者による登録が確実になされな
ければならない。自動車業界は、EEA外の供給者が、
輸入者の責任を引き受けるEEAにおける唯一の代理
人を指名することを強く推奨する。
この場合、EEA外
の供給者は、各々の顧客がREACHに規定する輸入者
となることなく、引き続きEEA内に供給できる。
REACHは登録の他にも多数の義務を含んでおり、自
動車業界は既存のプロセスとツールを採用するとと
もに、新しい取組を実施することが求められる。

義務
REACHは、物質の安全情報を提供することと、その使
用によって生じる危険性を適切に管理する責任を産
業界に負わせる。従来の体制下では、物質が安全で
ないと証明しその使用を制限する立証責任は政府
にあった。REACHはすべての物質そのもの、加工物
中の物質および成形品中の物質を対象とするが、放
射性物質、輸送中に使用される物質、および廃棄物
に関しては例外がある
（REACH2条）。
これらは他の既
存の規則によって扱われる。加盟国は、防衛のため
に使用される物質に対しても適用除外を認めること
ができる。
REACHの下では、物質が登録を免除されていない限
り、製造者や輸入者はそれぞれの法人ごとに、年間1
トンを超えて製造もしくは輸入する物質そのものま
たは混合物中の物質を登録する義務がある。登録要
件は、一定の条件下で成形品からの放出が意図され
た物質にも適用されるが、
この場合は成形品の生産
者/輸入者に物質が登録されることを確実にする責
任がある。
これらの義務を履行するために、サプライ
チェーン全体が情報伝達（データ、用途、数量、安全
な使用のための管理措置など）を図る必要がある。
川下ユーザーはREACHの下で一連の固有の義務を
有しており、それらの特定された用途が登録される
ように供給者と緊密に協力しなければならないだろ
う。

3

REACH 法文の全文はこのガイドラインの前書きに掲げたリンク
参照。
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サプライチェーンの各関係者は、REACH適合を確実
にするとともに、REACHによってもたらされるビジネ
スリスクを最小限に抑えるため、戦略的行動計画（6
章参照）を作成すべきである。
自動車業界には、成形品（例：ネジ、
ファスナー）また
は複合体（車、エンジン、バンパー）の生産者および
輸入者、混合物の輸入者（例：米国からのエンジンオ
イルの輸入）および物質の輸入者（例：オーストラリ
ア産のマグネシウム地金の輸入）が含まれる。成形
品の生産者および輸入者はREACHの下で特定の義
務、
とりわけ成形品からの放出が意図された物質の
登録、ならびに一定の条件下で成形品中に存在する
CL物質の川下ユーザーおよびECHAへの情報伝達/
届出の義務を負う。REACHの下では、物質が既にそ
の用途に対して登録されているならば、成形品中の
物質を登録し、
またはECHAに届け出ることは要求さ
れない。ただし、
この場合でもCL物質の存在に関す
る情報は川下ユーザーに伝達しなければならない。

に関する追加義務がある。特に、CLPの調和分類に基
づいて定義される高懸念物質（SVHC）はREACH57条
の基準で定められており、自動車業界に影響を与え
ている。

REACHの見直し
REACH138条は、REACHの適用範囲を修正すべきか
否か評価するために、様々な見直しを行うことを委
員会に求めている。見直しの例は、33条の適用範囲、
化学的安全性評価、ポリマーの登録義務、PBT/vPvB
基準などである。委員会はこの見直しに基づき、適当
であれば法案を提出する可能性がある。

注意

»» EEA外から物質または混合物を輸入する企業

» 第1章：序論－REACHと自動車業界

は、
もはや川下ユーザーではなく輸入者とみな
され、REACHの下での輸入者としての義務を
履行する必要がある。
»» 意図的に物質を放出する成形品を生産する企
業は川下ユーザーとして活動せず、その用途が
登録されていないときは登録義務を負うこと
がある。
»» 最初にEEA内で生産され（そして登録が完了し
て）EEAに再輸入された物質または混合物は、
登録されているものとみなす。

高懸念物質(SVHC)として特定され、REACH付属書
XIV（認可を必要とする物質のリスト）に含まれた場
合、
これらの物質は認可手続を経なければならない。
この認可手続によって物質は市場で入手しにくくな
る可能性がある。
ここで留意すべきは、用途に対する
認可が、サプライチェーンのさらに川上の関係者に
既に下りている場合には、川下ユーザーは認可を申
請する必要がないという点である。
これらの登録および届出の義務に加え、REACHは
2008年に改正された危険物質の制限、分類、表示に
関する既存の法規に準拠している。分類、表示および
包装規則（CLP規則（EC）1272/20084) は、国連（UN）
の化学物質の分類および表示に関する世界調和シ
ステム（GHS）を欧州で実施したものである。CLPの
分類に従ってREACHでは届出や安全性データシート

4

詳しい情報は https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/
classification-labelling_en を参照のこと。
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第2章：主要な定義 (P9/87)
2.1 用語集

サプライチェーンにおける関係者

（Actors in the supply chain）は、
「サプライチェー
ンにおけるすべての製造者および/または輸入者お
よび/または川下ユーザー」を意味する（REACH3条
17項）。

成形品

（Article）は、
「生産時に与えられる特定な形状、表面
またはデザインが、その化学組成よりも大きく機能
を決定する物体」を意味する
（REACH3条3項）。
注意
成形品および 複合体
REACHが施行された後、EU加盟国の所管当局の
間で7条(届出) および 33条 (情報伝達)の義務をど
のように解釈するかについて、 2個以上の構成品
からなる複合体はそれ自体が「成形品」
であるか、
あるいは「成形品」は個々の構成品のみを指すも
のであるかEU 加盟国の所管当局の間で理解に差
異が生じた。
この問題に関する欧州司法裁判所 (ECJ) による重
要な判決は、次のように結論付けた。
「… 複合製品
の構成品として組み込まれた 成形品と単独で存
在する成形品との間に区別をつける必要はない」
(ECJ裁判事件 C 106/14 判決、2015年9月10日)。

AIG ON REACH 4.0

すなわち、
「成形品」
という用語は、分離した単体 (
例：ボルト)か、
または複合体の一部である単体 (
例：エンジンに構成品として使用されるボルト)を
同じように取り扱うものと理解されている。
この原
則は、
よく
「一旦、成形品になれば、常に成形品とす
る」もしくは「O5Aの原理」
と呼ばれ、我々の理解で
は33条 (情報伝達)または7条2項(届出) だけでな
く、全REACH規則（例えば付属書XVII制限を含む）
に適用されている。
実際には「成形品」
という言葉はECJの判決後も車
両自体またはヘッドランプやエンジンなどの複合
車両部品に一般に用いられているが、
これらはも
はやREACH の「成形品」の定義に包含されるとは
理解されておらず、
より正確に「複合体」
または「複
合製品」
とみなされる。
明確にするために、
このガイドラインでは 次の用
語を使用する。
1.「成形品」は分離可能な単体
2.「複合体」は2個以上の成形品を組み合わせた
もの

我々はこの成形品の定義は、全REACH規則に適用
されると理解している。
境界ケース
成形品または複合体が一体化された物質または
混合物を含んでいる場合は、対象がより正確に成
形品または容器中の 物質/混合物のいずれに分
類されるか決定されなければならない。以下にTFREACHの理解に従う例を掲げる。
成形品

鋼製コイル、ネジ、ボルト、抵抗器
の端子

複合体（物質/
混合物と一体
化）

エアバッグモジュール、エンジン（
オイルを含む）、バッテリー（電気
自動車用高電圧バッテリー、鉛酸
バッテリー）

複合体

車両、
シート、
ワイパーアセンブ
リ、ヘッドランプ、抵抗器、
プリント
回路基板アセンブリ
（PCBA）

容器中の 物質/
混合物（別個の
成形品/ 複合体
とみなすべき）

補修用タッチアップペイント、パ
ンク修理キット、缶入り洗剤、缶入
りエンジンオイル、
スプレー缶塗
料、バッグ詰め乾燥剤

物質/混合物

スチール地金、エンジンオイル、
接着剤、
ブレーキ液

候補リスト

（Candidate list） は、REACH付属書XIVに収載され
る可能性のある高懸念物質のリストで、REACH付
属書XIVには認可の対象となる物質が記載される
（REACH59条）。候補リストの確定はREACH59条に
規定された特定の手順により決定する。

共同体

（Community）は、REACH法文で使用するときは、以
前は 欧州共同体 (EC)として知られていた欧州連合
(EU)を意味し、 EUの加盟国を指す。実際にはREACH
規則または ガイドラインで「共同体」に言及する場
合はEEA諸国も含まれている。

所轄当局

（Competent authority）は、
「この規則から生じる義
務を履行するために、加盟国によって設立される当
局または機関」を意味する
（REACH3条19項）。
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複合体

（Complex object） は、REACH規則では定義されて
いないが、ECHAによって用いられる用語としては、
機械的または化学的に結合された2個以上の成形品
のアセンブリを指す。

消費者

（Consumer） は、主として自身の取引、事業または
職業に関係しない目的のために行動する自然人を
意味する。

危険物質

（Dangerous substance） は、危険物質の分類、包
装および表示に関する指令67/548/EEC (いわゆる
「DSD」)に従い危険であるとされる基準を満たす物
質に対して使用される用語である。付属書Iには、2条
2項(a–h)に規定されたカテゴリーに従って分類され
た危険物質のリストが載っている。さらに、vPvB物質
およびPBT物質を含む。

導出無影響レベル

（Derived No-Effect Level, DNEL）は、人がそれを超
えてばく露されてはならない物質のばく露レベルで
ある。REACH付属書１に従い、化学物質の製造者お
よび輸入者は化学物質安全性評価 (CSA)の一環とし
て、年間10トン以上使用されるすべての化学物質に
ついてDNELを算出することが求められる。DNELは
製造者の化学物質安全性報告書(CSR)で公表され、
有害性周知のために拡張安全性データシート(extSDS)に掲載される。

流通業者

（Distributor） は、
「物質そのものまたは混合物中の
物質を第三者のために貯蔵および上市のみ行う、小
売業者を含めた欧州共同体内に所在する自然人ま
たは法人」を意味する
（REACH3条14項）。

川下ユーザー

（Downstream user）は、
「製造者または輸入者以外
で、産業活動または職業活動において物質そのもの
または混合物中の物質のいずれかを使用する、欧
州共同体内に所在する自然人または法人」を意味す
る。流通業者または消費者は川下ユーザーではな
い。REACH2条7項 (c)に従って免除される再輸入者は
「川下ユーザー」
とみなす（REACH3条13項）。
注意
物質または混合物を使用せず他の複合体および/
またはサブコンポーネントを組み立てることによ
ってのみ複合体を製造する場合は、REACHの下で
の（物質の）川下ユーザーとみなされない。

製造業者／輸入業者

川下ユーザー

調合者1

図2.1.1

工業的使用者

職業的使用者

流通業者

消費者

川下ユーザーの定義

» 2.1 用語集

調合者2
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環境放出カテゴリー

（Environmental
Release
Categories,
ERCs）
は、ECETOC TRAなどのばく露予測ツールで用いら
れるワーストケースに基づいた環境パラメーターと
関連付けられた特定の活動カテゴリーをいう。
これ
らはばく露予測、
リスク判定(例えば物質のPNECと比
較)および安全に使用できる最大年間トン数の計算
の最初のアプローチ(Tier 1)で、各々のカテゴリーに
ついて
「ワーストケース」放出条件を表している。

欧州経済地域

（European Economic Area, EEA）
アイスランド、
リヒ
テンシュタインおよびノルウェーは1992年EUと欧州
経済地域（EEA）に加盟する協定を結び、
この協定は
1994年に発効した。それゆえEEAはアイスランド、
リ
ヒテンシュタイン､ノルウェーおよびEU加盟国によっ
て構成されている。

輸出者

（Exporter）は、商品をEEAへ輸出する際に責任を負
う、欧州共同体外に所在する自然人または法人であ
る。REACH 法文では「輸出者」
という用語は使用され
ていないが、
このガイドラインにおいては重要であ
る (輸入者の定義も参照のこと)。

ばく露シナリオ

（Exposure scenario）は、
「物質がそのライフサイク
ル中にどのように製造され、
または使用されるか、な
らびに人および環境のばく露を製造者もしくは輸入
者はどのように制御し、または川下ユーザーに制御
を推奨するかを記述する、作業条件およびリスク管
理措置を含めた一連の条件」を意味する。
「これらの
ばく露シナリオは単一の特定のプロセスもしくは用
途か、または幾つかのプロセスもしくは用途のいず
れか該当する方を対象にできる」
（REACH3条37項）。

AIG ON REACH 4.0

拡張安全性データシート

(ext-SDS)：基本的なSDSは16のセクションで構成
される（REACH付属書II）。拡張安全性データシート
は、1つ以上のばく露シナリオ
（ES）が追加された基本
SDSで、 必要に応じて16のセクションに組み込まれ
るか、付属書として追加される。混合物に対するばく
露 シナリオは存在しない。なぜなら 混合物それ自体
はREACH登録の対象ではなく、
これらに対して化学
安全性報告書は法的に要求されないからである。た
だし、混合物に対するSDSには、幾つかの成分のES
情報を統合した「混合物安全使用情報」(SUMI)を添
付されることがある。以下の章で ext-SDSまたはESに
言及する箇所では、混合物に対して該当する場合は
SUMIも含んでいるものと理解することができる。

一般的ばく露シナリオ

（Generic Exposure Scenario, GES）
この用語は
REACH法文では定義されていない。現行ECHAガイ
ダンスとの関連において、一般的ばく露シナリオは
当該工業セクターで物質を使用する際の典型的な
使用条件を対象とするばく露シナリオを意味する5。
一般的ばく露シナリオは、川下ユーザーセクター、
特に中小企業の操業に当てはまる典型的な使用条
件に関連した作業条件 (OC) およびリスク管理措置
(RMM) を記述する単一ばく露シナリオと定義できる。
つまり物質をサポートする一般的ばく露シナリオは、
物質の適用領域に焦点を置いている。
したがって川
下ユーザーは、そのために物質が意図され、用途が
サポートされている分野に関連する一般的ばく露シ
ナリオを選択するだけでよい(情報要件および化学
安全性評価に関するECHAガイダンス参照)。

ガイダンス文書

（Guidance document）は、REACHの手続と方法に
関する指針を提供するもので、
どのように義務を履
行するかについて模範事例を示しており、REACHの
実施を容易にするために工業界および当局によっ
て利用される。
これらの文書は工業界、加盟国およ
びNGOステークホルダーが参加して作成された。ガ
イダンス文書には法的拘束力がないことに留意さ
れたい。
これらの文書は次のURLに掲載されている。
https://echa.europa.eu/guidance-documents

有害物質

（Hazardous substance）は、規則 (EC) 1272/2008（
物質および混合物の分類、表示および包装に関する
規則、いわゆる
「CLP」）に従い有害であるとされる基
準を満たす物質に対して使用される用語である。 付
属書I第2部から第5部にはある物質を有害とする基
準が記載されている。

特定された用途

（Identified use）は、
「サプライチェーンにおける関
係者によって意図されている物質そのものまたは混
合物中の物質の用途をいい、サプライチェーンの関
係者自身の用途または直下の川下ユーザーから関
係者に書面で通知される用途を含む」
（REACH3条26
項）。

5

ECHAガイダンス文書は物質のばく露シナリオの他に、混合物に対
するばく露シナリオも記述している。
しかしながらREACH法文に従
えば、混合物のばく露シナリオはない。それゆえ自動車業界は「混
合物」をこの定義に含めないことを決定した。詳しい情報と説明は、
このガイドライン5.6章を参照のこと。
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輸出者

輸入者

図2.1.2 輸入者の定義
アイスランド、
リヒテンシュタインおよびノルウェー（欧州経済地域の加盟国であるが欧州連合のメンバーではない。）はREACHを実施したた
め、
これらの国々から供給される物質は輸入とみなされない。
スイスは輸出者とみなすべきである。

輸入

•

輸入者

中間体

（Importer）は、
「輸入に対する責任を負う、EEA（欧
州経済地域）内に所在する自然人または法人」を意
味する（REACH3条11項）。REACHの下では、唯一の
代理人も輸入者とみなされる。

放出が意図されている

(Intended to be released)とは、物質の放出が意図
的に計画され、成形品にとってその主要な機能では
ないが特定の機能を持つことを意味する。放出が偶
発的なものであれば、それは意図された放出ではな
い。物質の意図的放出が物体の主要な機能である場
合、それは物質/混合物を内包する容器とみなされ、
物質/混合物の放出が意図された成形品とはみなさ
れない。
自動車業界特有の意図的放出例のリストはガイドラ
イン5.8章に示されている。
以下の場合の放出は意図的放出とはみなされない。
• 処理性を高めるため、布地にあるにじみ止め（の
り）を添加する。にじみ止め（のり）はその布地の以
降の湿式処理中に放出される。
• 着火した成形品からの物質の放出。
• コピー機から放出されるオゾン。

（Intermediate）は、
「他の物質に変換されるため
の化学的処理（以下「合成」
（synthesis）
という）のた
めに製造され、そしてその合成において消費され
る、またはそのために使用される、物質」を意味する
（REACH3条15項）。
a) 単離されない中間体（non-isolated intermediate）
は、合成の間、その合成が行われる機器から意図
的に取り出されない（試料採取を除き）中間体を
意味する。そのような機器は、反応器、その付属機
器、およびそれを通してその物質が次の反応段階
のために1つの容器から他の容器へ移送されるた
めの連続流またはバッチ式プロセスおよび配管
によって通過するあらゆる機器を含むが、その物
質がその製造の後にその中で貯蔵される、貯槽ま
たはその他の容器を除外する。
b) サイト内単離中間体（on-site isolated intermediate）は、単離されない中間体の基準を満たさない
中間体を意味し、その中間体の製造およびその中
間体からの他の物質の合成が、同一の現場で一
つ又はそれ以上の法人組織により行われるもの
をいう。1以上の法人組織によって操業される、同
じサイト内で行われる場合である。

» 2.1 用語集

（Import）は、
「 欧州共同体の税関管轄領域への物
理的導入」を意味する
（REACH3条10項）。

タイヤやゴムベルト、
ブレーキライニングやブレー
キディスク、
またはカーボンブラシなどからの摩耗
粉の放出。
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c) 輸送を伴う単離中間体（transported isolated intermediate）は、単離されない中間体の基準を満
たさない中間体で、他のサイト間を輸送される、
ま
たは他のサイトに供給されるものを意味する。

最終申請日

（Latest application date）は、サンセットデートが
過ぎても 認可に関する決定が審理中は当該物質を
継続して使用できるようにするために、認可申請を
ECHAに送らなければならない最終日である。通常サ
ンセットデートの18カ月前である。

レガシースペアパーツ

（Legacy spare parts）は、最初の 供給者が清算また
は倒産が原因で商取引を止め、それゆえ法人として
もはや存在していないために現在流通していない車
両構成品を意味する。
この場合には関係する材料ま
たは仕様に関するデータは利用できず、その情報を
得るために連絡する事業体も存在しない。
しばしば
これらの部品は、供給者が姿を消す前に手配した一
括購入の対象となる。

法人

（Legal entity）は、法の観点から契約または協定を
結び、義務を履行し債務を支払う能力を有する個人、
提携関係、所有関係、団体またはその他の組織を意
味する。法の下での法人は、その行動について責任
を持ち、損害に対して訴訟を提起され得る。

製造者

（Manufacturer）は、
「欧州共同体内で物質を製造す
る、欧州共同体内に所在する自然人または法人」を
意味する
（REACH3条9項）。

製造

（Manufacturing）は、
「生産または自然の状態にあ
る物質の抽出」を意味する
（REACH3条8項）。

AIG ON REACH 4.0

混合物

（Mixture）は、2種以上の物質を混ぜ合わせたも
のを意味する。
この用語は、CLP規則(CLP
2条8項、
（EC）1272/2008)をREACHに組み入れたため、従来
の用語「調剤」(REACH3条2項)から変更した。
例：塗料、潤滑剤、接着剤、
ウインドシールド洗浄液、
エンジンオイル、合金鋼または黄銅合金（REACH3条
41項および成形品中の物質に対する要求事項に関
するECHAガイダンス）

モノマー

（Monomer）は、
「 特定のプロセスに用いられる該
当するポリマー生成反応の条件下で、追加の類似ま
たは非類似の分子と連続して共有結合を形成するこ
とができる物質」を意味する
（REACH3条6項）。

ナノ材料

（Nanomaterials）現行REACH規則(EC) 1907/2006に
はナノ材料の定義は現在含まれていないが、REACH
は「人工ナノ材料」にも適用される。委員会の文書
CA-59-2008 rev.1 は明確に次のように規定している。
「REACHには特にナノ材料を対象にした規定はな
い。
しかしながら、REACHは寸法、形状または物理的
性質にかかわらず物質を扱う。それゆえナノスケー
ルの物質は REACHの対象となり、その規定が適用
される。
したがってREACHの下で製造者、輸入者お
よび川下ユーザーはそれらのナノ材料が人または
環境に悪影響を与えないことを保証しなければなら
ない。詳細な情報は、次のURLでEU 委員会の公式ウ
ェブサイトをチェックすることが推奨される。 http://
ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/
index_en.htm.

非段階的導入物質

（Non phase-in substance） は、
「段階的導入物
質の基準を満たさない物質」を意味する。すなわ
ち、REACHが施行される前に製造、販売または上市
されなかった物質である。

届出物質

（Notified
substance）は、
「指令67/548/EECに従っ
6
て届出 が提出され、上市され得た物質」を意味する
（REACH3条21項）。届出物質はELINCS番号を有す
る。
JAMA注：段階的導入物質（Phase-in substance）の項
の注意書きを参照。

唯一の代理人

（Only Representative, OR）は、欧州共同体内に輸入
される物質そのもの、混合物中の物質もしくは成形
品中の物質を製造し、混合物を調合し、または成形
品を生産する欧州共同体外に所在する自然人また
は法人が、輸入者の義務を遂行させるために相互の
合意によって唯一の代理人として指名する欧州共同
体内に所在する自然人または法人を意味する。唯一
の代理人は、EEA（欧州経済領域）に輸出するEEA外
にある単一または複数の製造者、調合者または成形
品の生産者を代理することができる。
6

旧指令 67/548/EEC (危険物質の分類、表示および包装に関する
指令)のもとでの届出。REACH またはCLP届出と関連はない。
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残留性有機汚染物質

（Persistant Organic Pollutants, POPs）は、環境中に
残留し、食物連鎖を通して生物濃縮され、人の健康
と環境に有害な影響を引き起こすリスクを与える化
学物質で、POPsに関するUNECE（国連欧州経済委員
会）およびストックホルム条約の対象となっている
ものをいう。POPs およびPBT物質は有機系化学物質
で、環境中で分解しにくく、生体の組織内で蓄積し、
あるばく露レベルで人の健康や環境に望ましくない
影響を及ぼすことがある。POPsは特に発生源から遠
方まで運ばれて堆積しやすいPBT物質である。
REACHがvPvBおよびPBTを取り扱うのに対し、正式
に認められたPOPsはEUにおいて2004年4月29日の
規則(EC) 850/2004およびその修正(例えば2010年8
月24日の規則 (EU) 757/2010 および（EU）756/2010)
によって規制される。REACHは国際条約や他の既
存のEU法規を弱体化してはならないので、POPs規
則は一般にREACHに優先する。それゆえ規則
(EC)
850/2004またはそのいずれかの修正において正式
にPOPsとして分類された物質にREACH認可を与える
ことはできない。
REACH61条6項はPOPsに言及し、次のように規定し
ている。
「物質の使用が後で2004年4月29日の残留
性有機汚染物質に関する欧州議会および理事会の
規則(EC) 850/2004において禁止、その他の制限を
受けたら、委員会は当該物質の使用に対する認可
を撤回する。」条約の下で例外が認められたら、規則
850/2004に取り込まれる。
同様に、物質がEU POPs規則に追加されたら、REACH
付属書 XVIIの下で当該物質に課せられる 制限およ
びそれに認められるすべての免除は、POPs 規則の
関連する義務に取って代わられる。その結果として、
例えばREACH規則上の免除が消滅してより厳しい義
務になることがある。

段階的導入物質

（Phase-in substance）は、
「以下の基準の少なくとも
1つを満たす物質」を意味する。
a) 欧州既存商業化学物質インベントリー（EINECS）
に収載されている物質。
b) 欧州共同体内または1995年1月1日もしくは2004
年5月1日にEUに加盟した国において製造された
が、REACH規則が発効する前の15年間において
少なくとも一度も製造者または輸入者によって上
市されなかった物質。ただし、製造者または輸入
者が文書によるその証拠を持っている場合に限
る。

c) 欧州共同体内または1995年1月1日もしくは2004
年5月1日にEUに加盟した国において、この規則
が発効する前に製造者または輸入者によって上
市された物質で、指令67/548/EEC8条（1）の1項に
従って届出がなされたとみなされるが、
この規則
に定めるポリマーの定義を満たさないもの。ただ
し、製造者または輸入者が文書によるその証拠を
持っている場合に限る
（REACH3条20項）。
注意
EINECS（欧州既存商業化学物質インベントリー）
は、1971年1月1日から1981年9月18日までEU 域内
で上市された、ポリマーを除く物質のリストであ
る。
これらの物質の識別番号は「EINECS番号」
と呼
ばれたが、現在は「EC番号」
と呼ばれている。
ELINCS（欧州届出化学物質リスト）
は、1981年9月18日以降上市された物質のリストで
ある。
これらは指令 79/831/EECにより改正された
指令 67/548/EEC8条(1)に従って既に届出がなさ
れており、識別番号は「ELINCS番号」
と呼ばれる。
こ
のような物質は主として数字「4」で始まる正式の
届出番号(ELINCS)を持っている。
これらのELINCS
物質は、REACHの下で届出がなされているとみな
される。
い ず れ のリストも 次 の U R L から入 手 で きる：
https://echa.europa.eu/information-onchemicals/ec-inventory

上市

（Placing on the market）は、
「第三者に対して有償
無償を問わず、供給することまたは利用可能にする
こと」を意味する。
「輸入は、上市であるとみなされる
ものとする」
（REACH3条12項）

ポリマー

（Polymer）は、
「1種以上のモノマー単位の連鎖によ
って特徴付けられる分子からなる物質」を意味する。
「そのような分子は、そこでは分子量の差が主とし
てモノマー単位の数の差に起因する、分子量分布を
有していなければならない」
ポリマーは、次のものからなる。
a) 少なくとも1つの他のモノマー単位または他の反
応成分と共有結合している、少なくとも3つのモノ
マー単位を含有する分子が、単純重量過半数を占
める分子
b) 同一分子量のものが単純重量過半数未満である
分子。
この定義の文脈において、
「モノマー単位」は、ポ
リマー中でのモノマー物質の反応した形態を意
味する
（REACH3条5項）。

» 2.1 用語集

年間

（Per year）は暦年を意味する。
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例： PP、PA6、PVC、POM、PTFE、EPDM、SBR、NBR、ECO など
注意
いわゆる「ノーロンガーポリマー」(NLP)も存在す
る。
ポリマーは過去においては届出が不要であり、
そのためEINECSには含まれていなかった。指令
67/548/EECの第7次修正 (92/32/EEC) においてポ
リマーが再定義された結果、一部の物質はもはや
ポリマーとみなされなくなった（「ノーロンガーポ
リマー」）。NLPリストは1981年9月18日から1993年
10月31日の間にEU市場に上市されていた物質を
示す目的で作成された（EINECSの届出制度の下で
はポリマーとみなされていたが、92/32/EEC以降は
もはやポリマーとみなされないという要件を満た
す物質）。
ノーロンガーポリマーリストにはEINECS
に含まれていない物質のみ掲載されている。
リス
トは網羅的なものではない。
これに関連して留意
すべきは、NLPリストへの届出は任意であり、
この
制度を利用した登録者も多くはなかったため、EC
番号もNLP番号も持たない多くの界面活性剤が
存在することである。それゆえこれらの物質には
「600」で始まるダミーのEC番号が割り当てられ
ている。https://echa.europa.eu/information-onchemicals/ec-inventory

予測無影響濃度

（Predicted no effect concentration, PNEC）は、検査
対象の環境コンパートメントにおいて、それを下回
れば有害な影響が生じないと予測される物質の濃
度を意味する。

AIG ON REACH 4.0

プリント回路基板アセンブリ

(Printed circuit board assembly, PCBA) は、電子構成
品を実装および/または相互接続したプリント回路
基板 (PCB) である (PCB は電子構成品を機械的に支
持するために使用されるプリント基板で、電気接続
点と所定の設置位置を印刷された構成品の両方を
規定し、導電経路または配線（例えば非導電性基板
に積層した銅板をエッチング処理したもの)を使用す
るもの）。

成形品の生産者

（Producer of an article）は、
「欧州共同体内で成形
品を製造又は組み立てる自然人又は法人」(REACH3
条4項)を意味する。
例: 車両メーカー、部品メーカー (例えばエンジン、構
成品、ボルト)

製品・プロセス指向研究開発

（Product and process orientated research and
development (PPORD)）は、
「製品開発に関連する科
学的開発または物質そのもの、混合物中の物質もし
くは成形品中の物質の更なる開発であって、その過
程で生産プロセスの開発および/または物質の応用
分野の試験のためにパイロットプラントまたは生産
トライアルが用いられるもの」を意味する（REACH3
条22項）。

成形品の受領者

（Recipient of an article）は、
「成形品を供給される
産業上もしくは職業上の使用者または流通業者を意
味するが、消費者を含まない（REACH3条35項）。
注意
自動車業界において顧客は消費者か、
または成形
品の受領者である。職業目的に使用されない乗用
車を購入すれば、顧客は消費者とみなされる。他
方、
タクシーやトラックなどの商用車または社用車
のための乗用車を購入すれば、顧客は成形品の受
領者とみなされる。交換部品を販売する場合も、顧
客は消費者または職業的使用者のいずれかであ
る。商用車用の交換部品を販売するときは、顧客
は一般に成形品の受領者とみなされ、消費者では
ない。

登録者

（Registrant）は、
「物質についての登録を提出する、
物質の製造者もしくは輸入者または成形品の生産者
もしくは輸入者」を意味する
（REACH3条7項）。

登録者の自己使用

（Registrant’s own use）は、
「登録者による工業的ま
たは職業的使用」を意味する
（REACH3条25項）。

再輸入

（Re-import）は、物質が最初にEEA内で製造された
後で（例えば混合物に調合する目的で）輸出され、そ
れから
（例えば販売または再加工の目的で）再びEEA
に輸入されることを意味する。そのような再輸入は、
以下の条件を満たせば登録を免除される。
• 物質がEEAから輸出される前に登録されていなけ
ればならない。
• 既に登録され輸出される物質は、再輸入される物
質そのものまたは混合物中の物質と同じものでな
ければならない。すなわち化学的に同一であり、同
じ化学的特性を有していなければならない（再輸
入者は物質が同じものであることを証明できなけ
ればならない）。
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再輸入者は輸出される物質に関する情報を供給し
なければならない(REACH27条（c）、
「登録に関す
るガイダンス」1.6.4.6項)

生産時と同じ修理

（Repair as produced）は、認可手続に関するREACH
規則に対するACEA, JAMA, KAMA, CLEPA のポジシ
ョンを意味し、
「使用済み 車両 指令 2000/53/ECの
下で免除された「生産時と同じ修理」原理に基づい
ている (すなわち、 ELV 指令に定めるすべての新し
い材料制限は、最初に新しい材料制限に適合するよ
うに設計されなかったスペアパーツに対して「生産
時と同じ修理」
という免除を設けている)。サンセット
デート後に製造され、サンセットデート前に生産を
中止した車両に使用されるスペアパーツ用の物質
は、REACH56条の規定から免除されるべきである。
JAMA注：上記は業界の要望事項である。

安全性データシート

(Safety data sheet, SDS)は、サプライチェーンの下流
に化学物質の危険有害性に関する情報を伝達する
基本的手段であることを意図した、REACH付属書 II
で定義された文書を意味する。

科学的研究開発

（Scientific research and development）は、
「年間
1トン未満の量で管理された条件の下に実施され
る科学的実験、分析または化学的研究」を意味する
（REACH3条23項）。

サイト

（Site）は、
「 物質の1以上の製造者が存在する場合
に、ある構造基盤と施設を共有する単一の場所」を
意味する
（REACH3条16項）。

特定の環境放出カテゴリー

（Specific Environmental Release Categories,
SpERC）は、化学業界およびその川下ユーザーにお
ける物質使用について､ERCによって提供されるより
も現実的な一次排出評価を得るために要求される。

物質

（Substance）は、
「化学元素および自然の状態にお
いてまたは何らかの製造プロセスによって得られた
それらの化合物」を意味し、
「その物質の安定性を保
持するのに必要なあらゆる添加物および用いられた
プロセスから生じたあらゆる不純物を含むが、その
物質の安定性に影響することなく、またはその組成
を変えることなく分離され得るあらゆる溶剤は除外
する」
（REACH3条1項）。例：メタン、炭化水素化合物、

硫酸、エタノール、炭酸カルシウム、二酸化ケイ素、元
素金属（例えば銅、
アルミニウム）(REACHにおける物
質の識別および命名に関する情報の詳細は「REACH
の下での物質の識別と命名に関するガイダンス」に
示されている）。

高懸念物質

（Substances of very high concern (SVHC)）次に示
す物質は、REACH57条により、極めて懸念が高いと
考えられる
a)-c) 指令67/548/EEC（「CMR物質」）
カテゴリー1aま
たは1bに適合し、発癌性、変異原性、生殖毒性とし
ての分類の基準を満たす物質
JAMA注：指令67/548/EEC は(EC)No 1272/2008に
変更されている。
d) REACH付属書XⅢ（「PBT物質」）に適合し、難分解
性、生物蓄積性および毒性を有する物質
e) REACH付属書XⅢ（「vPvB物質」）に適合し、極めて
難分解性で高い生物蓄積性を有する物質
f) 内分泌かく乱性、難分解性、生物蓄積性および毒
性を有するか、
または極めて難分解性で高い生物
蓄積性を有するために、上記項目（a～e）に記載す
るその他の物質の影響と同等のレベルの懸念を
生じ、REACH59条に定められる手続に従って、
ケー
スバイケースで特定される物質

サンセットデート

（Sunset date）は、
「物質が特定の用途に認可されて
いない限り、EEAにおける当該物質の上市および使
用が禁止される最終期限」を意味し、物質ごとのサン
セットデートがREACH付属書XIVに規定されている。

物質または混合物の供給者

（Supplier of a substance or a mixture）は、
「物質そ
のものもしくは、混合物中の物質または混合物を上
市する製造者、輸入者、川下ユーザーまたは流通業
者」を意味する
（REACH3条32項）。

成形品の供給者

（Supplier of an article）は、
「成形品を上市するサプ
ライチェーンにおいて、成形品の生産者もしくは輸
入者、流通業者またはその他の関係者」を意味する
（REACH3条33項）。

使用

（Use）は、
「 成形品の加工、調合、消費、貯蔵、保管、
処理、容器への充填、ある容器から別の容器への移
し替え、混合、成形品の生産またはその他の利用」を
意味する
（REACH3条24項）。

» 2.1 用語集

•
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用途・ばく露カテゴリー

AIG ON REACH 4.0

（Use and exposure category）は、
「最低限、用途の
簡潔な一般的記述によってプロセスまたは用途を伝
達する、広範なプロセスまたは用途を包含するばく
露シナリオ」を意味する
（REACH3条38項）。
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2.2 略語

ACEA: 欧州自動車工業会（European Automobile
Manufacturers Association）

AfA: 認可申請（Application for Authorisation）
AI: 自動車業界（Automotive Industry）
AIAG: 自動車産業行動委員会
（Automotive Industry Action Group）
AIG: 自動車業界REACHガイドライン

（Automotive Industry Guideline on REACH）

CAS: ケミカル・アブストラクツ・サービス

（Chemical Abstracts Service）CAS番号は物質を識
別するための手段である。

EINECS: 欧州既存商業化学物質インベントリー

（European Inventory of Existing Commercial
Chemical Substances）

ELINCS: 欧州届出化学物質リスト

（European List of Notified Chemical Substances）

ELV Directive: 廃自動車指令（End-of-Life
Vehicle Directive）
（2000/53/EC）

ERC: 環境放出カテゴリー
（Environmental Release Categories）
ES: ばく露シナリオ（Exposure Scenario）

CEFIC: 欧州化学工業協会
（ Conseil Européen de l’Industrie Chimique)

Ext-SDS: 拡張安全性データシート
（Extended Safety Data Sheet）(SDSも参照)

CLEPA: 欧州自動車部品工業会
（European Association of Automotive Suppliers）

GADSL: 世界の自動車業界の申告対象物質リスト
（Global Automotive Declarable Substance List）
http://www.gadsl.org 参照。

CLP: 物質および混合物の分類、表示および包装に
関する規則(EC) No 1272/2008

CL Substance (CLS): 認可（REACH付属書XIV）
候補リスト物質 (Candidate List Substance)

CMR: 発癌性、変異原性、生殖毒性（Carcinogenic,
Mutagenic, Toxic for reproduction）

CSR: 化学物質安全性報告書（Chemical Safety
Report）

DNEL: 導出無影響レベル
（Derived No Effect Level）
DU: 川下ユーザー（Downstream User）
AIG ON REACH 4.0

EEA: 欧州経済地域（European Economic Area）

ECHA: 欧州化学品庁

（European Chemical Agency）

ECJ: 欧州司法裁判所（European Court of Justice）
EDAS: 安全データシート電子データ交換

（Electronic data exchange of safety data sheets）
(SDSComXMLに取って代わられる)

GHS: 化学品の分類および表示に関する世界調和シ
ステム
（Globally Harmonized System for classification
and labelling of chemicals）https://ec.europa.eu/
growth/sectors/chemicals/classification-labelling_en
参照。
IMDS: 国際材料データシステム（International

Material DataSystem）http://www.mdsystem.com
参照。

IUCLID: 国際統一化学物質情報データベース

（International Uniform Chemical Information
Database）

JAMA: 一般社団法人日本自動車工業会

（Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.)

KAMA: 韓国自動車工業会
（Korea Automobile Manufacturer Association）
MACSI: 材料組成情報システム（Material

Composition Information System）
（PSA材料申告シ
ステム）

NGO: 非政府組織
（Non-Governmental Organisation）
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O5A:「一度成形品となれば常に成形品」(Once An

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

OC: 作業条件（Operational Conditions）

SMMT: 英国自動車工業会
（Society of Motor Manufacturers and Traders, UK）

Article, Always An Article) (2.1章「成形品」
も参照)

OEM: 相手先ブランドの製造会社 (Original

Equipment Manufacturer) (この場合はたいてい車
両メーカーである)

OR: 唯一の代理人（ Only Representative）
OSOR: 一物質一登録
（One Substance, One Registration）
PBT: 難分解性・生体蓄積性・毒性

（Persistent, Bio-accumulative and Toxic）

SpERC: 特定の環境放出カテゴリー

（Specific Environmental Release Categories）

SUMI: 混合物安全使用情報
（Safe Use Mixtures Information）
SVHC: 高懸念物質
（Substance of Very High Concern）
TPA: 年間トン数（Tonnes per annum）

PCBA: プリント回路基板アセンブリ
（Printed Circuit Board Assembly）

VDA: ドイツ自動車工業会
（German Automotive Industry Association）

PNEC: 予測無影響濃度
（Predicted No Effect Concentration）

vPvB: 高難分解性・高生体蓄積性
（very Persistent and very Bioaccumulative）

PPORD: 製品・プロセス指向研究開発
（Product and Process Oriented Research and
Development）
REACH: 化学物質の登録、評価、認可および制限に
関する規則（Registration, Evaluation, Authorisation
(and Restriction) of Chemicals）

RMM: リスク管理措置
（Risk Management Measures）
RMO: リスク管理オプション

（Risk Management Option）

RMOA: リスク管理オプション分析
（Risk Management Option Analysis）
RRR: RRR指令（自動車の再使用、再利用、再生の可

SDS: 安全性データシート（Safety Data Sheet）
(ext-SDSも参照)

SDSComXML: XMLフォーマットをベースにした

構造化されたデータ交換のためのインターフェース

» 2.2 略語

能性（reusability, recyclability and recoverability）に
係る車両型式認定に関する指令（2005/64/EC））
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第3章：留意すべき重要な日付と期限

2011

2011年6月1日まで
»» 2010年12月1日以前に候補リストに収載された成形品中の物質の届出(REACH7条2
項)。
»» ECHAは2011年6月1日以前の届出を受け入れる。
»» 警告：川下ユーザーに対する情報伝達要件(REACH33条)は候補リストに加えられた
時点で適用される。
2011年6月1日から
»» 候補リストに収載されてから6カ月以内に成形品中の物質の届出（REACH7条8項）。

2012

2012年5月31日まで
»» 川下ユーザーは用途を物質供給者に（書面で）知らせて特定された用途とする
(REACH 37条3項)。

AIG ON REACH 4.0

2012年12月1日
»» 新しいCLP安全データシートフォーマットの使用が物質に対して義務付けられる。

2013

2013年5月31日まで
»» 製造者/輸入者当り年間100～1000トンの数量で製造または輸入される物質
そのもの、混合物中の物質、
または成形品からの放出が意図された物質の登録
（REACH23条2項）。
»» 登録された物質の安全性データシートにすべての特定された用途に対する曝露シ
ナリオを加える(REACH14条)。

2015

2015年6月1日
»» 新しいCLP表示と安全データシートフォーマットが混合物に対して義務付けられる。
»» 指令67/548/EWGおよび1999/45/EGが撤回される。

2017

2017年5月31日まで
»» 川下ユーザーは用途を物質供給者に書面で知らせて特定された用途とする
(REACH37条3項)。
2017年6月1日
»» CLP以前の表示を付けた在庫混合物に対する移行期間の終了。

2018

2018年5月31日まで
»» 製造者/輸入者当り年間1～100トンの数量で製造または輸入される物質そのもの、
混合物中の物質、
または成形品からの放出が意図された物質の登録（REACH23条3
項）。
»» 登録された物質の安全性データシートにすべての特定された用途に対する曝露シ
ナリオを加える(REACH14条)。

2008

2013

2008

2010

2011
2012

付属書XIVに従う認可要件求

物質の製造、使用または上市の制限（68条）

2009

2014

2013

2014

成形品中の候補リスト物質をECHAに届け出る
（７条2項）

成形品中に存在する認可候補リスト物質を川下ユーザー/消費者に伝達する
（33条）

年間１トンを超える非段階的導入物質と非予備登録物質の登録

年間1トンを超える段階的導入物質の登録

年間100トンを超える段階的導入物質の登録

予備登録

2012

年間1000トンを超える段階的導入物 質、CMR､100トンを超えるR50/53､認可対象物質の登録

物質表示[CLP]

物質分類SDS[CLP]

2011
2016

候補リスト
（改訂版）

2017

2015

2016

2017

認可リスト[付属書XIV]（改訂版）

混合物表示[CLP]

混合物分類SDS[CLP]

2015

2018

2018

REACH

» 第3章：留意すべき重要な日付と期限

2007

REACH発効

混合物[有害調剤指令1999/45/EC(DPD)]

混合物分類SDS[危険調剤指令1999/45/EC(DPD)]

物質表示[DSD]

2010

ECHA分類・表示インベントリー届出

CLP登録発効

2009

物質分類SDS[危険物質指令67/548EEC(DSD)]

2007

CLP
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AIG ON REACH 4.0
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第4章：REACH適合－段階的プロセス
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以下に掲げるフローチャートは、REACHの下で企業の義務は何であるかを明確にするのを助ける目的で構成され
ている。フローチャート1から9までは相互に補完し合っていると捉えるべきである。ガイドラインがある場合は、フ
ローチャートおよびAIG5段階REACH適合スケジュール（第6章）でそれらの参照が指示されている。
フローチャートはそれぞれ以下のREACHタスクのために作成された。下記のリスト内でクリックすれば、直接特定
の主題にジャンプできる。

4.0 REACH フローチャート 0 – フローチャートナビゲーター
4.1 REACH フローチャート 1 – 工業（エンジニアリングを含む）
プロセスで使用される物質／混合物中
		
の物質の登録
4.2 REACH フローチャート 2 – REACH認可手続
4.3 REACH フローチャート 3 – 成形品からの放出が意図された物質の登録
4.4 REACH フローチャート 4 – 成形品中の物質のREACH届出
4.5 REACH フローチャート 5 – 唯一の代理人(OR)の使用
4.6 REACH フローチャート 6 – 輸入者の義務
4.7 REACH フローチャート 7 – REACH制限
4.8 REACH フローチャート 8 – REACH33条情報伝達

» 第4章： REACH適合－段階的プロセス

4.9 REACH フローチャート 9 – 川下ユーザーに対するSDS義務
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4.0 フローチャートナビゲーター

フローチャート0
フローチャートナビゲーター

物質と製品のインベントリーを作成する
5.3章

ªª5.12 章

はい

REACHの付属書XVII
（制限）によって影響を受けるか

いいえ

現在のところ直ちに制限によって影
響されない。

フローチャート7

ªª5.4 章

はい

物質そのもの、
混合物中の物質または成形品中の物質をEEA
域外から輸入するか

いいえ

供給者はいずれもEEAにおける唯
一の代理人を指名する必要がない

フローチャート5、6

物質と混合物

ªª5.5 章、5.6 章

はい

物質／混合物を使用、
製造または輸入するか

いいえ

フローチャート1

ªª5.11 章

現在登録義務なし

はい

REACH付属書XIV
に記載された物質/混合物中の物質を使
用、製造または輸入するか

いいえ

フローチャート2

現在認可義務なし

成形品

ªª5.9 章、5.10 章

はい

貴社が生産またはEEA
に輸入する成形品にCL物質は含まれてい
るか（57条）

いいえ

AIG ON REACH 4.0

フローチャート4、8

ªª5.8 章

フローチャート3

現在届出または情報伝達義務なし

はい

いいえ
通常の予想される使用
条件下で物質の意図的放出のある成形品を
EEAで生産またはEEAに輸
入しているか？

ªª5.15 章

貴社はAIGでフローチャートが提供されてい
ない他の義務を有する可能性がある。

登録義務なし

4.1 工業（エンジニアリングを含む）
プロセスで使用される物
質／混合物中の物質の登録
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フローチャート1
工業的使用者または職業的使用者によって使用さ
れる物質の登録

いいえ

フローチ
ャート5を
チェック

いいえ
1トン/年を超える物質を
輸入するか

はい

はい

登録義務なし

貴社の物質供給
者は混合物中の物質が登録されることを確
約するか (28条)。

はい

登録を行う代替的な
供給者が存在するか

その供給者はそ
の登録ファイルで貴社の用途
をカバーしているか（37条）
ªª5.5章、5.6章、5.9章

貴社の用途をカバーする
代替的な供給者は存在するか

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

別の選択肢

ªª5.6 章

5.6章および付属書P
「SDS義務」参照

はい

物質／混合物中の
物質は登録を免除されるか
ªª5.2 章

はい

はい

直接登録の義務なし。貴社の供給者
の登録タスクを追求する

いいえ

物質そのものまたは混
合物中の物質をEEA域外から輸入するか
ªª5.3 章、5.4 章

自身の化学物質安全性報告書を
作成する
（CSR：37条4項、付属書XII）
免除がないか調べること

ECHAに報告（38条）

リスク管理措置を特定および適用し、該
当する場合は実施および推奨する
（RMMs：37条5項）

自ら物質を登録する
（6条）

» 4.1 工業（エンジニアリングを含む）プロセスで使用される物質／混合物中の物質の登録

はい
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4.2 REACH認可手続

フローチャート2
REACH認可手続き
輸入成形品については認可は不要
である。
ただしREACH情報伝達および届出義
務を果たさなければならない
（7.2条および33条）。

フローチャ
いいえ
ート4,8を はい
CLに収載されている
チェック
物質を含有する成形品を輸入しているか？(57
条および59条)

ªª5.3章、5.9章、5.10章
はい

・EEAで成形品を生産
しているか、
または・物質またはCL物質
を含有する混合物を使用、
生産、
または
輸入しているか？

はい

いいえ

いいえ
物質は付属書XIVに掲載されているか？

ECHAウェブサイトの規制提案（58条
3項）
をモニターしてCLに物質が収
載されるか確認する

物質を附属書XIVに収載する前に
プロセスをモニターする。

ªª5.11 章

はい
認可は不要

いいえ

物質、用途または
用途カテゴリーは認可を免除されるか
（2条、56条3項～6項、
58条2項）

期限に達しているか
（58条1項）

いいえ

いいえ

はい

下記のいずれかを満たさ
なければ物質を使用でき
なくなる。

yy決定は審理中だがサンセッ
トデートの18カ月より前に
に認可申請が行われた。
yy認可が付与された。

はい
貴社の用途は機密性のものか

AIG ON REACH 4.0

はい

yy貴社の用途が認可申請に含まれ
ることを確認する
（37条2項）
yy最初の供給後3カ月以内にECHA
に届け出る
（66条1項）

サプライチェーンの川上の行為者に
付与された認可条件に従う物質を
使用する。

はい

はい

貴社／貴社の供給者は貴社の
用途認可を申請するか？

代替的な供給者は貴社の用途を
認可申請するか

川下ユーザーとして、
貴社またはサプライチェーンの川上行
為者に付与される認可の条件に従う物
質を使用しているか？

いいえ

いいえ

いいえ

自社の使用の認可申請をするか、物
質を代替する。
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4.3 成形品からの意図的放出物質の登録

フローチャート3
成形品からの意図的放出物質に関する義務

ªª5.8章

はい

フローチャ
ート5,6を
チェック

通常の予想される
使用条件下で意図的に物質を放出す
る成形品をEEAで生産または
EEAに輸入しているか？

いいえ

ªª5.3章

はい

いいえ
意図的放出物質は登録義務が
課されるか

ªª5.2章

はい

生産者または輸入業者
当たり年間物質総量は1トンを
超えるか
（7条1項 (a)）

いいえ

登録不要

意図的放出物質は
当該用途に登録されているか
（7条6項）

ªª5.5章、5.9章

登録不要

いいえ

フローチ
ャート1を
チェック

物質の供給者に移行期間(23条)に
応じて登録することを依頼する
（7条1項）
。

» 4.3 成形品からの意図的放出物質の登録

はい
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4.4. 成形品中の物質のREACH届出

フローチャート4
成形品中の物質の届出

はい

CL物質を含有す
る成形品をEEAで生産しているか、
またはEEA外から輸入し
ているか？(57条)

ªª5.9、5.10 、および5.11章
届出不要。
物質がCLに収載される前に生産され
た成形品は届出の対象にならない。
2011年1月1日後に生産/輸入され
た成形品のみ届出されなければな
らない。

フローチ
ャート8を
チェック

はい

いいえ

届出不要。CLと意図の登録(ROI )を
モニターする(58条3項)。

ªª5.3章

物質がCLに追加される前に成
形品を生産または受領したか？

はい

いいえ

いいえ
成形品に濃度が重量比0.1％を超える
CL物質が含まれているか?(7条2項)

CL物質が自動車業界で使用されている可能性があ
る場合、および貴社の成形品中のCL物質の用途が登
録されている場合は、当該CL物質に関連するREACH
TF SVHCファクトシート※をwww.acea.be/reachで
チェックする。

はい

ファクトシートと
TF推奨事項は、貴社の成形品中の
CL物質の使用に関する内部調査結
果を反映しているか

いいえ

直ちにTF
（reach@acea.be）
にファクト
シートの修正の必要性を知らせる。

ªª5.3章

はい
届出不要

貴社が製造または輸入する成形
品中のCL物質の用途は登録され
ているか？

いいえ

ªª5.5章、5.9章

AIG ON REACH 4.0

はい

はい

届出不要
成形品の受領者にばく露を回避する
ための説明を提供する(7条3項)

いいえ
EEAにおいて生産ま
たは輸入される全成形品中の重量比0.1％
を超えるCL物質の総トン数は年間1
トンを超えているか？

廃棄を含む
通常のまたは予想可能な使用条件下
で人又は環境へのばく露リスクを排
除できるか（7条3項）

作業の前提：AIG5.9章「成形品中のCL物質の届出」参照
JAMA注：ファクトシートとは、
自動車業界がCL物質を自主的に評価した結果である。

届出不要（重量比0.1%未満のCL物
質を含む成形品は総トン数に算入
する必要がない）

いいえ

成形品中の物質の存在を次の条件
で届け出る。
・2010年12月1日より前にSVHCが候
補リストに載ったら、2011年6月1日
までに届出
・2010年12月1日後にSVHCが候補リ
ストに載ったら、６カ月以内に届出
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4.5 唯一の代理人(OR)の使用

フローチャート5
唯一の代理人（OR）の使用（8条）

はい

ªª5.4章

貴社はEEA域外から
物質そのもの、混合物または意図的放出物質
を含む成形品を輸入するか

いいえ

フローチャ
ート1,2,3を
チェック

ªª5.3章

はい
登録義務なし

登録対象となりうる物質は
登録を免除されるか、
または年間
1トン未満か

いいえ

ªª5.2章

はい

はい

EEA域外の供給者はEEA域内に
ORを有するか

EEA域外の供給者は貴社の依
頼に応じてORを設けたか

EEA域内またはEEA域外に
すでにORを設けた代わりの供給
者が存在するか

いいえ

優先事項 1
EEA域外の供給者に欧州における
ORの設定を依頼する

いいえ

優先事項27
供給者を変更するか、または物質／
混合物を代替する

いいえ

フローチャ
ート6をチ
ェック

ªª5.5章、5.6章
貴社の用途が登録に記載されてい
ることを確認し、SDSを通じて伝達
されるRMMを適用する

唯一の代理人はREACHの下で
の輸入者（「供給者」）
として行為し、
物質を登録しなければならない（ 6条）
貴社は川下ユーザーである

7

優先事項2および3の順位は固定されたものでなく、企業独自の方針と戦略によって変わる。

優先事項37
自ら輸入者として登録するか、
また
はサービス提供者に貴社の代行を
務めるよう依頼する

関係するすべての費用は
貴社の負担となる
データ収集と試験は多大な努力、
時間および資源を要する

» 4.5 唯一の代理人(OR)の使用

はい
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4.6 輸入者の義務

フローチャート6
輸入者の義務

はい

ªª5.4 章

いいえ
貴社は物質および／または混合
物の輸入者か？

フローチャ
ート1,2,5を
チェック

ªª5.3 章

はい

いいえ
貴社は成形品の輸入者か

貴社は成形品の輸入者ではない
が、川下ユーザーの義務を負う可能
性がある。

ªª5.5章、5.6章

フローチ
ャート3を
チェック

はい

yy成形品からの放出が意図された
物質が登録されていることを確
認する。
yyCLPの情報を確認する

フローチャ
ート4,8を
チェック

成形品中の意図的放出物質は年
間1トン超か

いいえ

ªª5.7章、5.8章

はい

成形品は重量比0.1%を超える
濃度のCL物質を含んでいるか

いいえ

yyCL物質をECHAに届出(7条2項)
［CL物質が＞1tpaの場合］
yyCL物質を成形品の次の受領者に
情報伝達する(33条)
ªª5.9章、5.10章、5.11章

AIG ON REACH 4.0

フローチ
ャート7を
チェック

制限が適用される場合－
製品は付属書XVIIに規定する制限
条件を満足しなければならない。

ªª5.12 章

はい

いいえ
成形品は付属書XVIIに掲載された
物質を含んでいるか

輸入される成形品に義務なし
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4.7. REACH制限

フローチャート7
REACH制限手順

ªª5.12 章

はい

貴社が使用、生産またはEEA
に輸入する成形品、物質、
または混合物に、
附属書XVIIに記載されている物質が
含まれているか？

いいえ

制限の適用なし

yyECHAウェブサイト
（ROIリスト）
を
調べて、付属書XVの制限に関係す
る書類がないかチェックする
yy特に物質に68条2項が適用され
ないか調べる

ªª5.3 章

はい

附属書XVIIの制限条件
は貴社が上市する製品または物質の使
用に適用されるか？

いいえ
制限の適用なし

» CHAPTER 4.7

製品は付属書XVIIに規定する制限
条件を満足しなければならない。
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4.8. REACH 33条情報伝達7

フローチャート8
REACH 33条情報伝達プロセス

はい

A

貴社が在庫または生
産する成形品中のCL物質に関連するすべて
の情報が入手できるか8

いいえ

ªª5.3 章、付属書D

供給者と連絡を取り関連情報を依
頼する

はい

はい
33条情報伝達の義務はない

最初の供給者は
まだ存在しているか

CL物質は重量比0.1％
以下と推定されるか

いいえ

自社の成形品に含まれるCL物質の
内容について推定し、
自社の行動を
記録する

いいえ

受領した情報を検証する

ªª5.10 章

はい

Aに
戻る

はい

はい

情報は完全/妥当か

代替情報源に
相談しないで最初の供給者に再度依頼す
るか

情報は完全/妥当か

いいえ

いいえ

いいえ

代替情報源に相談する
（例えば他の供給者またはその加
盟団体）

自社のデータ評価：
yy社内専門家の知識に基づくリスク
調査分析
yy類似の製品グループとの比較
（データベース）
yy化学分析
yy自社の行動を記録

ªª付属書D、Q11とQ16
成形品の職業的受領者への伝達と
コミュニケーションの実行

はい

ªª5.10 章、5.11 章

成形品はCL物質を重量比0.1％以
上含んでいるか

いいえ
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フローチ
ャート4を
チェック

書面による要求から
45日以内に情報を提供する

8

はい

消費者が33条の
情報を要求したか？

いいえ

33条情報伝達の
義務はない。

zz重量比0.1％を超えるCL物質に関する情報は供給者によって自動的に成形品と一緒に提供されなければならない
（例えばIMDS材料デー

タシート）。

zz社内で製造された部品についても同じ情報が利用可能でなければならない。
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4.9. 川下ユーザーに対するSDS義務

フローチャート9
川下ユーザーに対するSDS義務

はい

いいえ
貴社の事業で物質/混合物を扱うか

SDS義務なし

ªª5.3 章

いいえ
それらの物質/混合物はCLPに従い有害か

ªª5.6.2 章

ªª5.6 章

はい

供給者は貴社にばく露シナリオを
含むext-SDSを提供しなければな
らない9

物質/混合物中の物質の量は年
間10トンを超えるか

いいえ

供給者は貴社に普通のSDSを
提供しなければならない

ªª5.5 章、5.6 章

はい
貴社の供給者がSDS/ext-SDSを標準
的表現を用いた電子フォーマット
（例
えばSDSComXMLEDAS/ EUPhraC）
で長期的に提供することを確認する。

はい

供給者は貴社の公用語で
SDS/ext-SDSを提供したか

貴社の用途/用途カテゴリー
はSDS/ext-SDSに含まれるか

SDSと同様の情報が必要な場合が
ある。32条に基づく情報が必要かど
うかをチェックする。

いいえ

いいえ

貴社の供給者のSDSは法的義務を果
していないため、川上に対して要求
ができる。川下に対しては提供する
義務がある。

できるだけ早く供給者と連絡を取り、
貴社の用途が含まれるようにする。

yy入手した情報(SDS/ext-SDS､32条)をエラーおよび不足につ
いてチェックする
（本ガイドラインの付属書Qを参照）
yy妥当性チェックの結果、問題点を供給者に知らせる
yy職場のリスク評価(98/24/EC)を行い、記録し、作業者に知
らせる
yy標準SDSに記載されたリスク管理措置(RMM)を順守する
yy作業者がSDSを利用できるようにする(REACH35条､98/24/
EC 8条)
yy下記に関する新しい所見を供給者に知らせる。
-- 有害な特性
-- 不十分なRMM

9

ばく露シナリオは物質についてのみ存在し、混合物については存在しないが、混合物に対する統合安全性評価を受領しても良い。

» 4.9. 川下ユーザーに対するSDS義務

はい

AIG ON REACH 4.0
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第5章：自動車セクターへのアドバイス
5.1 サプライチェーンにおける役割

REACHでは、サプライチェーンにおける以下の関係者を区別し、それぞれ定義する。

•
•
•
•

川下ユーザー
輸出者
製造者
輸入者

•
•
•

成形品の生産者
成形品の受領者
成形品の供給者

詳細な説明については、2.1章「主要な定義」を参照のこと。

物質を製造する

この場合、企業は製造者としての責任を負う
（例え
ば予備登録/登録は企業が行う必要がある）。

一部は5.4章/フローチャ
ート1によりカバーされ
ている）

混合物を調合（製造）する

この場合、企業は川下ユーザーとしての義務を負
う。

5.5章参照

EEA供給者により供給された この場合、企業は川下ユーザーとしての義務を負
う。
物質/混合物を使用する

5.5章参照

EEA外から物質/混合物を輸
入する

この場合、EEA外の化学物質供給者のEEAにおけ
る唯一の代理人が指名されなければ、企業は輸
入者としての義務を負う。

5.4章参照

成形品を生産する

この場合、企業は成形品の生産者としての義務を
負う。

5.7章、5.8章、5.9章参照

EEA外から成形品を輸
入する

この場合、意図的放出が生じるならば、EEA外の化
学物質供給者のEEAにおける唯一の代理人が指名
されない限り、企業は輸入者としての義務を負う。

5.8章、5.9章、5.10章参照

意図的放出がないならば、輸入者は川下ユーザー
の義務を負う。

表5.1.1 REACHの下での役割

川下ユーザーが留意すべき重要な点として、他の物
質、混合物または成形品の最終使用時に起こる化学
反応から発生し得る物質、および単独で製造、輸入ま
たは上市されることのない物質は、登録が免除される
（REACH付属書V No. 4）。 川下ユーザーに関係し
得る化学反応から発生する物質のその他の登録免
除は、REACH付属書Vに記載されている。

成形品の生産者/輸入者が成形品の一部の処理（例
えば表面処理）を別の企業に外注する場合は、所有
権が移管されない限り、外注を行った成形品製造者/
輸入者に対して、成形品中の物質の登録/届出義務
が適用される。ただし、請負業者はその処理作業が
REACHに適合することを保証しなければならない。

» 5.1 サプライチェーンにおける役割

注意
自動車業界の企業はREACHの下で幾つかの役割を果たし、以下に示す役割に応じて特定の義務を負う。:
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5.2 REACHの適用範囲と免除

REACH規則はREACH3条で意味する物質および混合
物に関する規定を定める。
これらの規定は物質その
もの、混合物中の物質もしくは成形品中の物質の製
造、上市または使用、および混合物の上市に適用さ
れる。

スコープ
ただし、REACHは次の物質には適用されない。
• 放射性物質 指令96/29/Euratom。
• 税関検査を受け、再輸出のために一時的に保管さ
れるか、または輸送中である物質、混合物中また
は成形品中の物質。
• 単離されない中間体。
• 鉄道、道路、内陸水路、海上、または航空機で輸送
される危険物質、および有害な混合物中に含まれ
る危険物質。
• 防衛利益のために加盟国によって免除される特
定の物質そのもの、混合物中または成形品中の物
質。
• 指令 2008/12/ECで定義された廃棄物。なぜならこ
れはREACH 3条の意味における物質、混合物また
は 成形品ではないからである。

免除
REACHは以下の法規に影響を与えることなく適用さ
れる。
• 指 令 8 9 / 3 9 1 / E E C、指 令 9 8 / 2 4 / E C および 指 令
2004/37/ECを含む欧州共同体職場法規。
• 指令96/61/ECおよび2000/60/ECを含む欧州共同
体環境法規
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REACHの幾つかの章には多数の適用除外項目があ
り、
これらは一般に以下の基準に従って規定される。
登録が免除されるトン数範囲：
製造者/輸入者当り年間1トン未満の数量で製造また
は輸入される物質そのもの、混合物中の物資または
成形品中の物質(通常または合理的に予想される使
用条件下で意図的放出がある場合)は、登録が免除
される
（REACHタイトルII）。

は、以下の物質に適用されない。
• 規則(EC)987/2008付属書IおよびIIで修正された
REACH付属書IVおよびVに記載されている物質。
• 既に登録済みで、再輸入された物質または混合物
中の物質。
• 既に登録済みで、廃棄物回収処理工程で生じた物
質そのもの、混合物中の物質または成形品中の物
質(ECHA刊行｢廃棄物および回収物質に関するガ
イダンス｣を参照のこと)。
以下の物質は登録されているとみなされる。
• 指令 91/414/EEC, 規則 (EEC) No 3600/92, 規則
(EC) No 703/2001, 規則 (EC) No 1490/2002, 決定
2003/565/EC による植物保護製品、ならびに 指令
98/8/EC および 規則 (EC) No 2032/2003 による殺
生物製品 に使用するための活性物質および共調
合剤。
• 欧州届出化学物質リスト（ELINCS）に記載されてい
る届出済みの物質 指令 67/548/EEC
製品・プロセス指向研究開発（PPORD）
製品・プロセス指向研究開発（PPORD）を目的として
成形品の製造者、輸入者、または生産者が製造ある
いは輸入する物質は、5年の期間にわたりREACHタイ
トルII（登録）の5条、6条、7条、17条、18条、21条から
免除される。ECHAは特定の物質や用途について5年
の期間を10年まで延長できる。
この場合、成形品の
製造者、輸入者または生産者は、ECHAに対して所定
の情報を通知しなければならない（REACH 9条）。
サイト内単離中間体および輸送を伴う単離中間体：
サイト内単離中間体および輸送を伴う単離中間体
は、REACH8条および9条を除き、REACHタイトルII（
登録）の1章から免除される。
これらの物質は認可も
免除される（REACH2条8項）。ただし、特定の種類の
単離中間体に対して規定される登録義務と情報に
関する要件がREACHタイトルIIの3章に記述されてい
る。

注意：数量制限は認可、制限、安全データシート、CLP
規則の分類および表示の各要件には適用されない。

ポリマー：
ポリマーは登録と評価を免除されているが、なおも
認可と制限の対象となる場合がある。ただし、ポリマ
ーの製造者または輸入者は、特定の条件下でサプラ
イチェーンの川上の関係者がまだ登録を行っていな
いモノマー物質またはその他すべての物質につい
て、ECHAに登録申請を行うものとする
（REACH 6条3
項）。

物質の性質：
登 録 ( R E A C Hタイトル I I ) 、川 下 ユ ー ザ ー の 義 務
（REACHタイトルV）および評価（REACHタイトルVI）

例：PVCを生産するために塩化ビニルモノマーが登
録されなければならない。ポリマーPVCは登録を免
除されるが、残留モノマー含有量によって、個々の用
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途に関して制限されることがある。
認可の免除については5.11章参照のこと。

» 5.2 REACHの適用範囲と免除

詳しい情報は、REACH 1条、2条、6条、9条、138条4
項、138条6項参照のこと。
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5.3 物質インベントリー

川下ユーザーがREACH規則およびCLP規則に適合す
る上で重要なステップは、企業がどのような物質/混
合物をそのものとして、または成形品の形で使用も
しくは輸入するかを十全に理解することである。物質
インベントリーを作成することにより、企業は以下の
事項を決定できる。

•

企業が輸入する成形品からどのような物質の放出
が意図されているか
欧州共同体外の製造者の唯一の代理人が指名さ
れていないならば、企業は輸入する成形品から意
図的に放出される物質を遅延予備登録および登
録する義務がある。

•

企業が欧州の供給者からどのような物質/混合物
を購入し、
それらは何の目的で使用されるか
化学物質供給者に問い合わせて、物質/混合物が
継続的に供給されること、
そして企業の用途は物質
登録文書、化学安全報告書およびばく露シナリオ
でカバーされていることを確認する
（5.6章参照）
。
データ収集の効率的な方法は、有害であるか否か
に関係なく、供給者に対してすべての物質と混合
物に関するSDS/ext-SDS(またはSDSに準ずる書類)
の提出を求めることである。

•

輸入されるどのような物質/混合物が下記の規則
に従い危険か
•• REACH 57条(SVHC)
•• REACH 67条 (制限)
•• CLP規則
•• REACH 付属書XVIIを修正する規則(EC)552/2009
CLPで有害物質と分類され、CLP付属書Iまたは
REACH付属書 XVIIに規定された上限濃度を超えて
混合物中に存在する物質を物質インベントリーに
おいて特定する。

•

企業は欧州外からどのような物質/混合物を輸入
するか
輸入者としての義務を引き受ける「欧州共同体外
の製造者の唯一の代理人」が指名されていない限
り、企業は輸入者としてのREACH義務を順守しな
ければならない。その結果、
これらの物質/混合物
中の物質の登録手続を行う義務が生じる。
このよ
うなケースは明確でない場合がある。例えば潤滑
油を（装置と一緒に、または請負契約の一部とし
て）顧客に供給するためにEEA外の供給者から輸
入する場合、当該の物質/混合物を継続的に供給
できるように、登録のためのデータパッケージを
作成することを義務付けられることがある（5.4章
参照）。

•

どのような成形品が危険物質を含んでいるか
この情報は､届出(REACH 7条2項：5.9章参照)､情
報伝達（REACH 33条：5.10章参照）､認可（REACH
56条、付属書 XIV：5.11章参照）および制限（REACH
67条、付属書 XVII：5.12章参照）に関するREACH義
務を履行できるために必要である。
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•

企業が購入するどのような物質/混合物に対して
SDS/ext-SDS が入手可能か
供給者は所定の基準を満たす有害な物質/混合
物について、SDS/ext-SDSを提供しなければなら
ない。企業がそのようなSDS/ext-SDSを受領した
ら、REACHに適合するために幾つかの義務を果さ
なければならない。
これは生産プロセスと製品の
いずれにも影響を与えることがある(5.6章参照)。

企業がEEA内で製造する成形品からどのような物
質の放出が意図されているか
物質を意図的に放出する成形品をEEA内で製造
し、
この物質がサプライチェーンの川上の関係者
によって予備登録/登録されていない場合は、特定
の条件下で放出される物質を登録する義務がある
（5.8章参照）。

•

•

「REACHの下での企業の役割に応じて、REACH義
務（該当する場合）を決定するために次の主要情
報を収集する必要がある。
•• 物質/混合物の名称（該当する場合は供給者の
呼称）
•• 化学物質名
•• CAS番号（該当する場合）
•• EC番号（該当する場合）
•• REACH登録番号（該当する場合）(登録された物
質は「01｣、予備登録された物質は「05｣で始ま
る)
•• CLP 18条 (化学製品識別子)に従う危険物質(年
間1トン未満も含む)に対するINDEX 番号または
CLP参照番号
•• EEAに輸入または使用される物質の年間量（kg）
•• 供給者の名前と住所（それぞれの供給者の責任
者）
•• 物質/混合物は貴社が輸入するのか
•• 物質は高懸念物質として特定されているか。も
しそうであれば､既に候補リストに載っている
か、それとも既に認可番号を有するか。
•• 物質は貴社の事業にとって極めて重要か
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物質インベントリーに追加することが考えられる
その他の情報
•• 用途の登録について供給者と連絡を取ったか
•• 特定の用途について機密保持の問題はあるか
•• 物質は既に予備登録/登録されているか
•• 物質/混合物は引き続き購入可能か
•• 物質は付属書XIV(認可リスト)または付属書XVII（
制限リスト）
または候補リストに記載されている
か
•• 物質は代替可能か（物質が将来取り消される可
能性がある場合）
•• CLPインベントリーへの登録および/または届出
のためにデータパッケージを作成する必要があ
る場合に、
どのようなデータが必要か
•• 他に誰が物質または混合物を供給しているか

その他の考慮事項:
収集される情報の詳細度はその企業が果たす役割
によって異なることがあるということに注意された
い。下の表はこれらの役割の概要とそれぞれの役割
に必要な情報を示したものである。
異なる役割に応じてインベントリーに推奨されるデ
ータ

収集すべき情報に関する推
奨事項

EEA域内の EEAへの輸 川下ユー EEA域内の EEAへの輸 成形品の受
EEA域内の製 EEAへの輸 川下ユー
調合者/流
ザー
領者
入者
ザー
入者
生産者
入者
造者
通業者

企業のREACH代理人

x

EEA域内から購入した物質とそ
の使用目的

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

EEA域内から購入した混合物と
その使用目的
EEA域外から輸入された物質と
その使用目的

成形品

混合物

物質

x

x

x

EEA域外から輸入された混合物
とその使用目的

x

購入した物質に関するSDSの入
手可能性

x

x

購入した混合物に関するSDSの
入手可能性

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

意図的に物質を放出する製造さ
れた成形品（物質の情報を含む）

x

意図的に物質を放出する輸入さ
れた成形品（物質の情報を含む）

x

x

成形品中のCL物質

x

x

輸入されるCL物質

x

EEA域内で生産されるCL物質

x

-表5.3.1 インベントリーのためのデータ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

» 5.3 物質インベントリー

•
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表の使い方の例：

注意
REACHの下で、1つの企業が複数の役割を果たす
ということもあり得る。例えば、成形品のある製造
者は物質または混合物の川下ユーザーや輸入者
ともなり得る。
したがって、貴社がまずREACHの下
での役割を確認し、その上で収集すべき必要な情
報を確認することが勧められる。貴社が輸入者/生
産者/川下ユーザー等のいずれであるかを決定す
るために、さらにガイダンスが必要となることがあ
る。

ある企業は、欧州内外に生産プラントを所有する。欧
州の生産に関して同企業は以下の異なるソースから
の物質、混合物および成形品を使用している。

•
•
•

EEA供給者
EEA外の供給者
EEA外にある自社プラント

この簡単な例で見ると、同企業はREACHの下で以下
の役割を有する10
EEAの成形品の生産者
（自社プラント）
• EEAへの成形品の輸入者
（EEA外の自社プラントから）
• 混合物の川下ユーザー
（EEA供給者から）
• EEAへの混合物の輸入者		
（供給者がEEAに唯一の代理人を持たない場合
のみ）
• 物質の川下ユーザー		
（EEA供給者から）
• EEAへの物質の輸入者		
（供給者がEEAに唯一の代理人を持たない場合
のみ）

特に、インベントリーのうち成形品に関わるもの
については、概して自動車業界は他の義務（ELV指
令、RRR指令など）に適合するための幾つかのツー
ルを既に確立している。当然、それらの手段を使用
することが勧められる
（5.9章と5.10章参照）。

AIG ON REACH 4.0

•

10

REACHにおいて
「成形品の川下ユーザー」の役割は存在せず、む
しろ
「成形品の受領者」が適用可能な用語である。
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5.4 物質/混合物/成形品の輸入

さらに、輸入者は「輸入に対する責任を負う、欧州共
同体内に所在する自然人（個人）
または法人」
と定義
されている
（REACH 3条11項）。EEA外から輸入される
物質そのもの、混合物中の物質および成形品中の物
質は、EEA内で製造/供給される物質と同じ規則に従
いREACHの下で種々の義務（登録、届出、情報伝達、
認可）を課せられる。例えば、輸入された成形品から
の放出が意図された物質に対しても､EEA内で製造
される成形品から放出が意図された物質の場合と同
じ体制に従って登録が要求される
（5.8章参照）。輸入
される物質そのもの、混合物中の物質または成形品
中の物質に対するREACH手続は、次の代理人によっ
て行うことができる。
「欧州共同体外の製造者の唯一の代理人」
：
REACH 8条1項では、欧州共同体内に輸入される物
質そのもの、混合物中の物質もしくは成形品中の物
質を製造し、混合物を調合し、
または成形品を生産す
る、欧州共同体外に所在する自然人（個人）
または法
人は相互の合意により欧州共同体内に所在する自
然人（個人）
または法人を､輸入者に課せられるすべ
ての義務を果たす唯一の代理人として指名すること
ができる。
唯一の代理人が指名されると、同じサプライチェー
ンのEEA輸入者は、EEA外の供給企業と提携してい
るか否かにかかわらず川下ユーザーとみなされて、
関連するREACH要件を遂行する必要がない。欧州共
同体外の製造者の唯一の代理人は、REACHの下で
課せられるすべての義務を履行する法的責任を負
い、EEAを本拠としなければならない（REACH 8条2
項）。
EEA内で唯一の代理人が指名されない場合、物質、
混合物または成形品を欧州共同体市場に輸入する
企業（その輸入を手がける法人組織または登録事業
体のすべて）は輸入者とみなされ、以下の条件に該
当する場合は、関連するすべてのREACH義務を果す
責務がある。
付属書XIVに含まれた）物質そのものを輸入する場
合（REACH 56条に従う認可義務）。5.11章参照。
• 重量比0.1％を超えるCL物質を含む成形品をEEA
内の次の受領者に供給するために輸入する場合
（REACH 33条に従う情報伝達）。5.10章参照。
• 重量比0.1％を超え､かつ､輸入者当り年間1トン
を超えるCL物質を含む成形品を輸入する場合
（REACH 7条に従う届出要件）。5.9章参照。

•

•

•

物質の放出が意図された成形品を輸入し、かつ、
物質が輸入者当り年間1トン以上の物質が成形品
中に存在する場合（REACH 7条1項に従う登録義
務）。5.8章参照。
輸入される物質または混合物のSDS/ext-SDSを次
の受領者に提供する場合。安全データシートを作
成する最初の責任は製造者または輸入者にあり、
これらは合理的に実行可能である限り、物質また
は混合物が使用される用途を予測しなければな
らない。サプライチェーンのさらに川下の関係者
もそれらの顧客の特定のニーズに応えるために、
供給者から提供された情報を活用し、その適切性
をチェックして追加することによって安全データシ
ートを提供しなければならない。いかなる場合も
SDS/ext-SDSを必要とする物質または混合物の供
給者は、たとえ自分がSDS/ext-SDSを作成しなかっ
た場合でも､その内容に対して責任を負う。5.6.2章
参照。
注意
»» EEA加盟国から他のEEA加盟国への物質/混合
物/成形品の供給は輸入とはみなされない。
»» グローバルに事業を行う企業が、物質そのも
の、混合物中の物質又は成形品中から意図的
に放出される物質をEEA外で製造し、欧州支社
を経由して再びEEA内に再輸入する場合、欧州
支社が輸入者である。親会社またはEEA外を
本拠とするその他の企業から輸入を行う個々
の法人（国内の商業事業体またはグローバル
企業の完成品流通センター）は、物質の登録を
行い、関連する物質情報交換フォーラム（SIEF）
に参加する必要がある。複数の登録者による
データの共同提出が可能である（REACH 11
条）。データの大部分の共同提出は、
「 一物質
一登録」
（OSOR）原理によって求められる。
»» E E A 外 諸 国 の 異 なる供 給 者 から同 一 の 物
質 を 輸 入 する 場 合 、E E A の 輸 入 者 は 供 給
者ごとに 登 録を繰 返し行う必 要 は な い。物
質 が 同 一 の も の で あ れ ば 、輸 入 者 は 輸 入
する 物 質ごとに 登 録 を 行うことが で きる。

輸入者とは対照的に、
「輸出者」は物質、混合物およ
び成形品をEEAに輸出し、EEA共同体において法人と
して設立されていない。
輸出者として、EEA外の企業はREACHの下で正式な
義務を負わない。契約およびその他の事業関係に基
づき、輸出者は、REACHの登録義務を果たす支援を
行うために、輸入者またはその唯一の代理人（フロ
ーチャート5およびそれ以下の追加的な記述参照）に
対して、物質情報の提供を求められることがある。あ

» 5.4 物質/混合物/成形品の輸入

REACHで規定される輸入とは、
「欧州共同体の関税地
域への物理的導入」
を意味する
（REACH 3条10項）
。
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るいはまた、
自動車サプライチェーンにおけるEEA外
の供給者はEEAの顧客から､唯一の代理人を指名し
て登録の責任を引き受けるよう依頼されることがあ
る。以下の推奨事項参照。
EEAの輸入者は、REACHの登録義務を果たし、関連す
る物質情報交換フォーラム（SIEF）に参加しなければ
ならない。
これらは、供給者によって提供される情報
を必要とするか、
またはSIEFにおいて必要とされるデ
ータを購入しなければならない。輸入者の義務は、
本ガイドラインのさまざまな節に記述されており、
フ
ローチャート6に要約されている。

自動車業界の推奨事項
登録
REACHの登録に必要とされる関連データの収集は、
非常に時間と費用がかかる。
このことは特に、EEA外
で生産される物質と混合物を輸入する企業に当ては
まる。
これらの企業は、物質を登録するために必要と
されるデータを物質の供給者から収集しなければな
らない。既に登録された物質を使用するように、あら
ゆる試みを行うべきである。輸入企業は、既にEEA内
に唯一の代理人を指定しているEEA外の企業と協力
することを望むであろう。専門情報を最も有効に利用
し、重複を避けるために、登録は可能な限りサプライ
チェーンの川上側で進めることが望ましい。
（物質の
製造者はサプライチェーンの最も川上に位置し、自
動車OEMが最も川下に位置する。）

AIG ON REACH 4.0

したがって、EEA域内の顧客に製品を供給する欧州
外の供給者に対する本ガイドラインの主要な推奨事
項は、EEA内に唯一の代理人を指定する
（すなわち輸
出者が輸入者の義務を引き受ける）
ことである。残念
ながらこの最優先事項は必ずしも採用されるとは限
らない。例えば、供給者がEEA内に唯一の代理人を指
定しないことを選択するか、
または指定することがで
きない場合は、以下のオプションが考えられる。

•
•
•

優先事項1: EEA外の供給者に唯一の代理人を指定
して登録することを求める。
優先事項2 : 供給者を変更するか、
または物質/混
合物を代替する。
優先事項3: EEA外の供給者が提供する必要な専
門データを用い、輸入者として登録の責任を引き
受けるか、
または登録サービス提供者に代行を依
頼する。

優先事項の順位、特に優先事項2と3の順位は固定さ
れたものではなく、企業ごとの方針および戦略によ
って異なる。
唯一の代理人が登録を提出する際には、唯一の代理
人を正式に指名するEEA外の製造者の書状のコピー
もまた必要とされる。段階的導入物質に関しては、唯
一の代理人がまたその物質を予備登録し、その後に
物質情報交換フォーラム（SIEF）の参加者とならなけ
ればならない。
さらに、唯一の代理人は、輸入量に関する入手可能
な情報、その代理する輸出者のEEA顧客リスト、およ
びSDS/ext-SDSの最新版の供給に関する情報をつね
に最新状態に保たなければならない。EEA外の製造
者は、同じサプライチェーンに含まれるすべてのEEA
輸入者に、EEA内の代表者が唯一の代理人として指
名され、
これが登録に対して法的責任を負うことを知
らせなければならない。それでもやはり、ほとんどの
ケースで唯一の代理人に登録文書に必要なすべて
のデータを提供するのはEEA外の輸出者であること
が予期される。EEA外の製造者が自社の唯一の代理
人を変更することを決定した場合、新たに指名され
た唯一の代理人は、旧唯一の代理人との合意に従っ
て、登録者の身元、および必要な場合はその他の事項
（例えばトン数範囲の変更など）を変更することによ
り、登録文書を更新することができる
（REACH 8条）。
輸入企業のすべての法人組織または登録事業体は、
唯一の代理人を指名することが可能である。そのよ
うな場合、唯一の代理人としての役割を引き受ける
法人が他のすべての組織部門のために予備登録/登
録を行う。
この場合、
これらの組織部門はREACHの下
で川下ユーザーの地位を引き受けることになる。
注意
唯一の代理人の義務は登録だけに限られず、製造
者/輸入者の他のすべての義務を含む（例えば届出
（REACH 7条2項）、情報伝達（REACH 33条）、認可
（REACH 56条）､ SDS 義務（REACH 31条）など）。
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5.5 REACHタイトルVに従う川下ユーザーの義務

REACHタイトルV( 37条～ 39条）に従い、川下ユーザ
ーはその用途を供給者に知らせる権利を有する。供
給者は用途を評価して、当該用途が特定された用途
としてサポートされ得るか否かに関する情報を川下
ユーザーにフィードバックしなければならない。用途
が指示されない場合、川下ユーザーはその物質を引
き続き使用するための幾つかの選択肢を有する。川
下ユーザーと供給者間の情報伝達に対して定められ
た期限を順守しなければならない。
さらに、川下ユー
ザーにも特別の条件下でECHAに報告する義務があ
る。
川下ユーザーのためのECHAガイダンス(Guidance
for Downstream Users)は､すべてのタスクで支援を
提供している。
川下ユーザーのためのECHAガイダンス文書の表5
は、種々の役割に関連する可能な義務について概観
を与えている。
川下ユーザーのためのECHAガイダンス文書3章と4
章には、川下ユーザーがREACHに対してどのように
準備し、川下ユーザーが新しい情報を受け取ったら
何をなすべきかについての推奨事項が記載されて
いる。
注意
R E A C Hタイトル V に 規 定され た すべての 義 務
は、CLPに従い有害である物質または混合物中の
物質に限られている。詳しくはREACHタイトルV参
照。

5.5.1. 用途の川下への伝達

AIG ON REACH 4.0

川下ユーザーは、有害な物質そのものまたは混合物
中の物質が引き続き供給されることを確保するため
に、供給者がその用途を物質登録文書に含めること
によってサポートするか確認しなければならない。
川下ユーザーが登録物質をサポートされた用途以
外に使用することは許されない。供給者が川下ユー
ザーの用途を認識しているか確かでない場合は、そ
の用途を供給者の登録文書に含めさせる目的で早
期に供給者と連絡を取ることが川下ユーザーにとっ
て利益となる。
年間10トンを超える有害物質において、サポートさ
れた用途はext-SDSに含まれたばく露シナリオを通
して伝達される。そのようなext-SDSは、登録者が登
録をしたら発行される。登録期限は、物質の有害分
類および製造者/輸入者当りの量に依存する。年間1

～10トンの有害物質については、用途は一般的用途
カテゴリーのみを含むSDS を通して伝達される。
注意
REACHの下で特定された用途の伝達には2通りの
経路がある。
»» 年間1～10トンの有害物質：一般的用途カテゴ
リーを含むSDS (簡略化された情報)
»» 年間10トンを超える有害物質：用途記述子を
含むext-SDS (詳細な情報)
非有害物質または有害な成分を含んでいない混合
物はSDSを必要とせず、
したがって用途も制限されな
い。
この場合、ばく露シナリオは川下ユーザーに提供
されない。

5.5.2用途の川上への伝達
川下ユーザーが物質または混合物中の物質の新た
な有害性を発見したら、供給者に知らせて適切なリ
スク評価を実施できるようにしなければならない。そ
の目的は、有害性を更新された登録文書に反映し、
サプライチェーンの川下に適切なリスク管理措置
(RMM)を伝えることである。
注意
川下ユーザーはREACH情報伝達ツール(例えば
SDS/ext-SDS､用途記述子､ばく露シナリオなど)を
理解することが義務付けられる。
したがって川下ユ
ーザーは用途記述子を含んだSDS/ext-SDSの読み
方を学ぶことが強く推奨される。供給者のばく露シ
ナリオを比較検討できるように、川下ユーザーは
それらの使用条件に対して、ECHAガイドラインに
記された用途記述子を用いて自身のばく露シナリ
オを作成すべきである。
川下ユーザーは登録の準備を支援できる。川下ユ
ーザーは用途を文書（書面または電子的手段）で供
給者に通知して、それらが特定された用途になるよ
うにする権利を有する。川下ユーザーは､そのよう
な用途を供給者に伝えるための最低限の手段とし
て､用途の一般的概要を記述するシステムを設けて
もよい。川下ユーザーは用途を通知する際に、必要
があれば十分な情報を提供して、供給者が化学安
全性評価に含まれ得るばく露シナリオ/用途・ばく露
カテゴリーを作成できるようにしなければならない
（REACH 37条2項）。
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川下ユーザーが供給者に物質の用途を含めるよう
に文書で正式に要請し、供給者がREACH 14条に従っ
て用途を評価した後で、
（人の健康または環境の保
護の理由で）当該用途を特定された用途として含め
ることができない場合は、供給者はその決定の理由
を遅滞なくECHAと川下ユーザーに書面で伝えなけ
ればならない（REACH 37条3項）。
顧客数の少ない供給者や流通業者の場合は、書面
で情報伝達を図ることも可能である。
しかし自動車
業界のほとんどの供給者（および流通業者）は様々な
規模の多数の顧客を擁する著しく複雑なサプライチ
ェーンを有している。
これらの企業にとっては、書面
を用いることは処理不可能な管理上の負担となるの
ではないかという懸念が非常に大きい。電子的情報
交換手段の使用が推奨される（このガイドラインの
5.6.3章参照）。
注意
車両メーカーや一次供給者は一般にばく露シナリ
オに関する企業ごとのアンケートには反応しない
と思われ、あらかじめ入力されたスプレッドシー
トが必要だろう
（DUCC ユーザーテンプレートお
よび/またはCEFIC テンプレートが望ましい）。
これ
らスプレッドシートには特定された用途が含まれ
ており、完成するためにチェックを入れるだけでよ
い。物質または混合物中の物質の供給者は、問題
になっている物質について所属する団体と連絡を
取り、その用途が一般的ばく露シナリオで特定さ
れた用途となることを確認することが強く求められ
る(付属書L3「ばく露シナリオに関する自動車業界
の推奨事項」参照)。
知的財産権を保護するために、川下ユーザーは用途
を一般的な用語で説明することが勧められる。
しか
しながら特別のケースでは、用途および/またはリス
ク管理措置のすべての条件がばく露シナリオによっ
てカバーされることを確実にするために、供給者と
詳細に情報交換することが有益だろう。

川下ユーザー がなすべきこと:
• 第1段階として、工業プロセスで使用される物質お
よび混合物中の物質を特定する
（5.3章参照）。
• 第2段階として、供給者に登録手続を行う意向があ
る場合は、供給者が既に用途を指定し、その用途
をカバーする用途・ばく露シナリオを既に作成した
か尋ねる。
• 川下ユーザーは提供されたSDS/ext-SDSをチェッ
クして、その用途とすべての使用条件/RMMが既に
記載されているかどうか確認することもできる
（次
の5.6.1章と5.6.2章参照）。供給者が用途・ばく露シ
ナリオをまだ作成していなければ、川下ユーザー
はその用途が確実にカバーされるようにするため
に、率先してばく露シナリオ/用途の作成に必要な
情報を供給者に提供することができる。
注意
自動車業界の川下ユーザーによる物質そのもの
または混合物中の物質の用途は、供給者の登録文
書に記載されて特定された用途とならなければな
らない。川下ユーザーは物質そのものまたは混合
物中の物質の継続的供給を確保するために、供給
者が効果的に用途をサポートするかどうか、でき
るだけ早くチェックすべきである。
チェックは、年間10トンを超える有害物質につい
てはext-SDSを読むことによって行うことができる
(5.6.3章参照)。
可能な供給途絶を回避するために川下ユーザーが
使用する物質を適時に登録することが､川下ユーザ
ーの利益に適っている。潜在的登録者とコンタクトを
取った結果、企業のビジネスケースに影響を受ける
可能性があり、
したがって購買部門が関与しなけれ
ばならない。たとえある物質が予備登録されていて
も、川下ユーザーはその物質について登録が行われ
ていることを当てにしてはならない。

サプライチェーンとの情報伝達
REACHの下では、それぞれの企業グループの法人組
織の間で情報伝達が求められる。1つの企業グルー
プはしばしば多くの異なる法人組織を持っているた
め、情報伝達の管理が難しいことがある。それゆえ各
々の企業グループはREACH代表者1名を任命し、す
べての法人組織に対する企業内情報伝達を管理す
る責任を引き受けることが勧められる。

» 5.5 REACHタイトルVに従う川下ユーザーの義務

このフィードバック伝達の期限は、関連する登録期
限の1年前である。2018年6月以降の新規登録につい
て、川下ユーザーはできるだけ早く供給者との情報
伝達を開始することが強く推奨される。
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企業（供給者）
REACHの責任がある事業
単位 3

REACHの責任がある事業
単位 2

REACHの責任がある事業
単位 1

企業内の情報伝達

REACHの責任がある事業
単位n

REACH代表者

企業間の
情報伝達

REACH代表者

企業内の情報伝達

REACHの責任がある事業
単位 1

REACHの責任がある事業
単位 2

企業（顧客）
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図 5.5.2.1 REACH情報伝達に対する推奨事項

REACHの責任がある事業
単位 n

REACHの責任がある事業
単位 3

5.6安全データシートと川下ユーザーの義務
（REACH適合チェック）

SDSは､次のいずれかの基準を満たす物質および混
合物について、適切な安全情報を伝達するための仕
組みを提供する。

•
•
•
•
•

CLPによる有害物質として分類。
REACH付属書XIIIによる難分解性・生体蓄積性・毒
性(PBT)。
REACH付属書XIIIによる高難分解性・高生体蓄積
性 (vPvB)。
他の理由で認可候補リストに含まれる。
一定の条件下で有害物質として分類される基準を
満たさない混合物 (REACH 31条3項)。
注意
REACH 31条に従い、成形品に対してSDSは要求さ
れない。ただし火工指令2007/23/EC 13条に従い、
車両に使用され、職業用途のために供給される火
工成形品に対しては、現在SDSが要求されている。

SDS/ext-SDSは、該当する場合関連する化学物質安
全性報告書(CSR)からの情報を含む。SDS/ext-SDSに
よって提供される情報はCSRの情報および登録文書
と一致していなければならない。通常、SDS/ext-SDS
は所定の表現を用いて作成される。
注意
自動車業界は、
EUPhraCに記載された標準的な言い回しを使用する
ことを推奨する。
ドイツ語版と英語版が無償で入
手できる。
これにはSDSにとって有用な表現が、
よ
く構成された形式で含まれている。EUPhraCは絶
えず更新され、次のURLで入手できる：
www.euphrac.eu
さらに、REACH 31条7項に従い、CSRの準備に当った
登録者およびユーザーは関連するばく露シナリオを
SDSの付属書に入れなければならない。それによっ
てSDSはext-SDSとなる。川下ユーザーはext-SDSを
編集する際に、供給者から受け取った関連するばく
露情報を考慮しなければならない。
SDSは､職業的 DUが物質または混合物を安全に使
用するのに必要な情報を提供するためのものであ
る。SDSは､特に人の健康と環境の保護に関係のある
データを提供するために不可欠の文書である。

供給者は、過去12カ月以内に物質または混合物を供
給したすべての以前の受領者に対して､認可､制限ま
たはリスク管理措置に関する更新情報を利用できる
ようにしなければならない。情報は文書か、好ましく
は電子的手段により無償で利用できなければならな
い。登録後の更新情報は、登録番号を含まなければ
ならない。ただし、登録番号があるからSDSを更新す
るということではない。
非有害物質についても情報伝達義務を果さなけれ
ばならない(REACH 32条)。
この場合、供給者は次の
情報を提供する。

•
•
•

物質は認可の対象か、および当該サプライチェー
ンにおいて付与または拒否された認可の詳細 (例
えば認可番号､特別規定)。
何らかの制限の詳細。
適切なリスク管理措置を特定および適用すること
を可能にするのに必要な、物質に関するその他の
入手可能な関連情報。上記のいずれかの理由で情
報が提供されなければならない場合は、入手可能
であれば登録番号があれば提供しなければなら
ない。

一般に､登録者(すなわち製造者または輸入者)が
ECHAに提供しなければならない情報と、登録者が
サプライチェーンに沿って川下ユーザーに伝達しな
ければならない情報は同じではない。
次の図は、物質の登録とサプライチェーンに沿った
情報伝達に関する要件について概要を示す。詳細は
付属書Pに記されている。:

» 5.6安全データシートと川下ユーザーの義務

SDSはEEAにおいて化学物質と混合物に関する情報
を川下ユーザーに提供するために、広く受け入れら
れてきた効果的な方法である。SDSはREACHの中で
規定されている。
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SDSは要求されない***

REACH 10条、14条
、31条7項
付属書I､II ､VI(6)

≥ 1 - < 10 tpa

CSRは要求されない
および
SDSは要求されない***

有害物質

REACH
31条

≥ 10 tpa

CSR (DNEL/PNEC)
ばく露/リスク評価なし
したがって特定された用途なし
SDSは要求されない***

< 1 tpa

非有害物質

CSR* (DNEL/PNEC)
ばく露/リスク評価あり
ext-SDS
ばく露シナリオ,特定された用途
CSRは要求されない**
および
SDS
ばく露シナリオなし,特定された用途なし**

SDS

図5.6.1 登録物質に関する情報伝達要件の概要
*

CSRはこのほかにばく露シナリオとばく露/リスク評価を含む。ばく露シナリオは次のサプライチェーンメンバーにSDS添付書類として供給し
なければならない。
** REACH 10条に従う情報と、付属書VI (6) = ばく露関連情報（用途およびばく露カテゴリー）.
*** SDSはCLP の基準を満たしてないPBT/vPvB物質または内分泌攪乱物質に対して要求される。SDSが要求されない場合、REACH 32条 に従う
情報をサプライチェーンに沿って伝えればよいだろう。

5.6.1 SDSに対する川下ユーザーの義務
通常の条件下でSDS/ext-SDSは自動的に提供されな
ければならない。
しかし川下ユーザーが供給者から
SDS/ext-SDSを受領しないときは、物質または混合
物に対してSDSが要求されているかチェックすべき
である。要求される場合、川下ユーザーは供給者に
SDS/ext-SDSを依頼できる。依頼されたSDS/ext-SDS
は直ちに提供されなければならない（5.6.2章参照）。
SDS/ext-SDSを受け取ったら、川下ユーザーは次のこ
とをチェックしなければならない。
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•

•
•

SDSは､物質または混合物が上市される加盟国の
公用語で提供されているか。当該加盟国が別な方
法で規定する場合のみ（REACH 31条5項）、SDSは
別の言語で編集できる11。
ここで「別な方法で規定
する」のは、受領者側の加盟国であることに留意し
なければならない。
ext-SDSにばく露シナリオ (ES)または混合物の安全
使用に関する情報（SUMI)が添付されているか、そ
れは川下ユーザーの製品用途に対応しているか。
SDS/ext-SDS に記載されている情報は自分の職場
および環境リスク評価に十分か

職場の安全義務のため、川下ユーザー はSDS/extSDSの内容に関する概略的な妥当性チェックを行う
べきである。
この場合、特に次の点に留意する。

•

分類（輸送上の分類を含む）。詳しい情報が必要で
あれば、供給者に問い合わせる。
注意
REACH 38条4項に従い、物質の分類が供給者の
分類と異なったら川下ユーザー はECHAに報告す
る。

•
•
•

9章、11章および12章に示された情報と分類との
整合性
RMMの適切性：REACH 34条に従い、川下ユーザー
はRMMが適切でない場合は供給者にフィードバ
ックしなければならない。
適切なRMMを特定および適用することを可能に
するために必要な物質に関するその他の入手可
能な関連情報
詳細はこのガイドラインの付属書 Q 参照。

11

出典：安全データシート編集に関するECHAガイダンス (ECHA Guidance on the complication of safety data sheets)
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たいていのケースでは川下ユーザーは次のような
SDSを受け取る (REACH 31条)

選択肢1
単一法人により年間10トンを超えて製造または輸入
されるすべての有害物質（例えばアンモニアなどの
工業用ガスまたはイソプロパノールなどの溶剤）に
ついて、川下ユーザーは物質に関するext-SDSを受
け取る。ext-SDSがSDS と異なる主な点は、付属書と
して添付されたばく露シナリオ､セクション1に記述
された用途、およびセクション8のDNEL/PNECを含ん
でいることである。
関係する川下ユーザーの義務
川下ユーザーはext-SDSを受け取ったら、現在の用
途がカバーされているか、そして添付のばく露シナリ
オとそこに記載された作業条件によって職場・環境リ
スク評価およびRMMがカバーされているかチェック
しなければならない。
川下ユーザーがばく露シナリオに記載されている条
件から外れて物質を使用する(例えば混合物を調合
する)場合、用途がカバーされていない場合、または

ES

川下ユーザー

使用継続

はい

特定された用途および作業
条件はカバーされているか

いいえ

はい

スケーリング後はカバーさ
れるか

いいえ

はい

ばく露シナリオに記された
RMMと作業条件は実行さ
れるか

供給者と連絡→用途の追加登録
供給者の変更→ext-SDSの作成

いいえ

別の行動が必要

代替物質に変更

川下ユーザーが物質に対する
CSRを作成

図5.6.1.2 ばく露シナリオとサプライチェーンにおける情報伝達
出典：REACH Practical Guide on Exposure Assessment and Communication in the Supply Chains､第II 部：Exposure Scenarios and Communication in the Supply Chains､図5（自動車業界により修正。
「別の行動」は川下ユーザーが択一的または並行に選べる選択肢である）。

» 5.6安全データシートと川下ユーザーの義務

ext-SDS

登録者が勧める用途と異なる場合は、以下のような
幾つかの選択肢がある。
• 川下ユーザーは自社の用途/使用条件を供給者に
知らせて、供給者がそれらを含めたばく露シナリオ
を作成できるようにする。
• 川下ユーザーは自社の使用条件を変更するか、ま
たはばく露シナリオ内で可変なスケーリングパラ
メーターを修正(スケーリング)して、供給者のばく
露シナリオでカバーされるようにする。
• 川下ユーザーは自社の具体的な用途と使用条件
をカバーするばく露シナリオを提供する別の供給
者を見つける。
• 川下ユーザーはREACH 37条4項によりCSR を作成
し、かつREACH 38条1項に規定されているように
追加の用途をECHA に届け出る。川下ユーザーは
その使用が年間1トンを下回る場合はCSRを作成
する必要がないが (REACH 37条4項(c))、その場合
はこの免除 を活用することをECHAに届け出る必
要がある(REACH 38条1項(b))。
• 川下ユーザーは、生産プロセスを修正することに
より、ばく露シナリオ/用途に記載されている使用
条件を実現する。
• 川下ユーザーは可能ならば代わりの物質またはプ
ロセスを見つけて、問題になっている物質の使用
を中止する(代替)。
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注意
ext-SDSは、登録された物質の特定された用途に
関連するばく露シナリオを添付書として含む。
ばく露シナリオは一般に当該用途に与えられた作
業条件の下で物質をどのようにして安全に使用で
きるか、および人と環境へのリスクを制御するた
めにどのようなリスク管理措置 (RMM)が適用され
るべきかを記述する。ばく露シナリオは､CLPに従
い有害であるなどの条件を満たし、年間10トンを
超えて輸入/製造される特定の物質そのものまた
は混合物中の物質などについて、登録者が登録文
書の一部として編集しなければならない。
ばく露シナリオにおいて用途記述子システムで記述
される特定された用途は、原則としてext-SDSでしか
提供されない。特定された用途はそのようなext-SDS
でカバーされていると思われるが、使用条件とリス
ク管理措置が自社のプロセスと異なる可能性があ
る。なぜならそれらは主としてワーストケースばく露
シナリオ評価ツール(例えばECETOC-TRA 12)を用い
て評価されているからである。このようなケースで
は、REACHタイトルVに従う義務を考慮しなければな
らない。

2b) 年間10トン以上として登録された有害物質のす
べてのばく露シナリオが添付されている混合物に
対するSDS(「 SDSブック」)。
川下ユーザーはそのようなSDSを受け取ったら、
物質ごとにすべての添付されたばく露シナリオを
チェックして、
自社の用途と使用条件(OC)がカバー
されているか確認する義務がある(REACH 適合チ
ェック)。
注意
自動車業界の推奨事項：たとえ選択肢 2bが合法
的に正しくても、不必要な管理業務を避けるた
めに「SDSブック」を提供する代わりに、SDS本体
で混合物全体のリスクを記述した総合SDS（2a
参照）
またはSUMI (以下2c参照)を添付する。
2c) 業界専門家によって開発された「混合物安全使
用情報」(SUMI) を添付したSDS
REACH タイトルVに規定する川下ユーザーの義務
は物質および混合物中の物質のみに関係し、混
合物そのものには関係しないので、SUMIから生じ
る義務は物質に対するばく露シナリオに基づく義
務と同等ではない。川下ユーザーはそのような混
合物に対するSUMIから得られる情報を、
自社の職
場および環境リスク評価において考慮すべきであ
る。
これは特に国内職場ばく露上限値､環境関連
の閾値､または技術装置認証条件がまだない場
合に該当する。

選択肢2
単一法人により年間10トン以上製造または輸入され
る有害物質を含有する混合物(例えば被覆剤)につい
て､2種類のSDSが法的に可能である(以下2aまたは
2b）。第3の選択肢が化学業界によって開発された
(2c)。

注意
混合物に対するばく露シナリオは存在しない。
なぜならば混合物は登録の対象ではなく、混合
物に対して化学的安全性報告書は法的に要求
されていないからである（添付の2006年4月28
日付欧州委員会ポジションペーパー参照。引用
文「最終的に理事会はその共通見解において付
属書Ib（調剤に対する化学物質安全性評価）は、
同付属書を基礎付ける科学的方法論がまだ開
発段階にあることに鑑み、
これを削除することを
決定した」）。ただし、上記2c参照。特殊な物質は
CLPおよびREACHの下で混合物とみなされるか
もしれない（多成分物質および/または複合物
質､合金など）。
これらの「物質」に対してはCSRが
合理的だろう。
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2a) ばく露シナリオが添付されておらず、安全な取扱
いに対するすべてのRMMが本体に含まれる混合
物に対する
「基本的な」SDS。
注意
これは混合物に対するSDSを伝達するために推
奨される選択肢である。たとえSDS にばく露シナ
リオが付属書として含まれていない場合でも、
川下ユーザーはSDS 1項～16項に記載された仕
様を考慮しなければならない。

12

http://www.ecetoc.org/tra
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川下ユーザーは自社のリスク評価におけるRMM
を、REACH 32条に従って伝達または提供されたSDS
に示されている推奨リスク管理措置と比較しなけれ
ばならない。その結果何らかの相違があれば、
さらに
義務が課せられることがある。
REACH 34条に従い、物質または混合物のサプライ
チェーンにおける関係者は、次の場合にサプライチ
ェーンの川上の関係者に情報伝達する義務がある。

•
•

用途に関係なく有害な特性に関する新しい情報が
見いだされた場合。
- 供給されたSDSで特定されているRMMの適切性
を疑わせる可能性のある情報が見いだされた場
合。
これは特定された用途について伝達されなけ
ればならない (REACH 34条)。

作業者は､自身が使用するか、または作業中にば
く露される可能性がある物質または混合物に関し
て、REACH 32条に従いSDSで提供された情報にアク
セスすることが雇用者によって認められなければな
らない(REACH 35条)。
一般に川下ユーザーは､製造者､輸入者および流通
業者と同様、REACHに規定する義務を履行する目的
で集めた情報を、少なくとも10年間利用できるよう
に保たなければならない。
この情報は、加盟国の所
管当局またはECHAの要求があれば遅滞なく提出し
なければならない(REACH 36条)。
注意
REACHの下で要求されない情報が、他の法的義務
(例えばCLP､健康および安全に関する他の規則な
ど)によって要求される可能性がある。
サプライチェーン/用途における情報伝達に関する
実用的情報は、REACH規則において完全に説明され
ていない。詳しい情報は、次のガイダンス文書掲載
ページで提供されている。https://echa.europa.eu/
guidance-documents/guidance-on-reach

5.6.2 SDSの収集
REACHはSDSによるもの以外に用途の登録に関する
情報源を提供しない。
しかし年間10トン以上の物質
の登録は特定された用途の情報を含まなければな

らないので、川下ユーザーは事業の継続性を保証す
るために自社の用途が登録に含まれていることを確
認しなければならない。それゆえ川下ユーザーは物
質のまたは供給者の損失を避けるために、入手可能
なデータをチェックして、
自社の物質の用途および当
該用途に対応する作業条件が登録でカバーされて
いるか確かめることが強く推奨される。
これを達成す
るために以下の3通りの方法が可能である。

選択肢1
DUCC（Downstream Users of Chemicals Coordination
group）
「ユーザーテンプレート」に従
い特定された用途を求める (http://www.ducc.eu/
publications.aspx)
長所:
• 川下ユーザーは用途記述子によって自社の特定さ
れた用途がカバーされているかチェックして、それ
らの用途を供給者に知らせる場合は適時に反応
できる。
• 以下の選択肢のように川下ユーザーの義務が結
果として生じない。
• SDSとは別に情報が入手可能である。
短所:
• DUCC テンプレートの取扱いが難しい。
• 情報はしばしば不完全であり、作業者保護または
環境保護に使用できない。
• SDS はいずれにせよ収集しなければならないの
で、後の段階で情報が余分になる。

選択肢2
供給されるすべての物質と混合物についてSDSを収
集する(有害物質に限らない)
長所：
• 登録後にSDS が改訂されると、そのSDSには登録
番号および登録された用途が含まれている。
これ
は遅くとも2018年に起こる可能性がある。SDS処理
のプロセスは通常ほとんどの企業で確立されてい
るので、受け取ったSDSで用途がカバーされてい
るかチェックすることが可能だろう。
• 集められた情報は､作業者保護および環境保護に
関する義務を履行するために必要な物質インベン
トリーのベースにもなる。
• REACH 32条に基づく構造化されていない情報は、
既にSDSでカバーされているために必要ない。

» CHAPTER 5.6.2

SDS、ばく露シナリオおよびREACH 32条に関す
る川下ユーザーのその他の情報義務
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短所：
• SDSを受け取ると、受領者は物質または混合物の
リスクに関係なく、そこに記載されたRMMを適用
し(REACH 37条5項(a))､情報伝達義務を果たすこ
とが義務付けられるが、
これは受領者サイドに追
加の負担を招く可能性がある。
• REACH 34条の結果として、川下ユーザーはSDSの
内容の概略的な妥当性チェック
（このガイダンスの
付属書Q参照）を行い、自社のRMMがSDSに記載
されたものと異なる場合は、川上の供給者に報告
することを義務付けられる。
• さらに、SDSが提供されたら、作成者はこのSDSを
更新する義務を負うが、
これは作成者および受領
者サイドに追加の負担を招く可能性がある。
注意
法的義務はないため、貴社の供給者契約/購入条
件に追加の要求事項を入れる必要があろう。

選択肢3
法的に要求されるすべての物質と混合物について
SDSを収集し、SDSが法的に要求されないものにつ
いてはSDS類似の情報を収集する。
SDS が法的に要求されない物質と混合物の場合は、
供給者に安全性情報を依頼する。
これはSDSと同じ
内容および形式を備えているが、SDSとは呼ばない。

AIG ON REACH 4.0

長所:
• 法的要件を満たすとともに、既存のITシステムを利
用できる。
• 上記選択肢2 の長所参照。
• 上記の短所はいずれも該当しない。
注意
»» TF REACHの推奨事項は、物質そのものまたは
混合物中の物質の登録に関するすべての必要
な情報を収集するために、選択肢3を採用する
ことである。
»» これについて法的義務はないため、貴社の供
給者契約/購入条件に追加の要求事項を入れ
る必要があろう。

5.6.3 SDSの伝達
管理上の負担とそれに伴う費用を最小限に抑えるた
めに、製造者と輸入者と川下ユーザー間のペーパレ
ス SDS情報伝達が不可欠である。
これを達成するた
めに自動車業界はSDSに対してはSDSComXMLを推
奨している。
これは以前のEDASフォーマットが進化
したものである。
自動車業界はSDSComXMLインターフェースを環
境・健康・安全ITシステムに導入すること、およびこの
システムを全サプライチェーンに導入することをサ
ポートする。
「ポジションペーパー：自動車業界は安全データシ
ートの電子的伝達のためにSDSComXMLを使用す
る」参照。

5.6.4 SDSの更新
SDSを更新および再発行するための条件につい
て、REACH 31条9項に次のように規定されている。
供給者は次の場合にSDSを遅滞なく更新しなければ
ならない。
a) リスク管理措置に影響を与える可能性のある新し
い情報または有害性に関する新しい情報が得ら
れた場合。
（物質が認可候補リストに加えられた場
合等）
b) 認可が付与または拒否された場合。
c) 制限が課せられた場合。
「改訂(日付)」によって識別されるSDSの日付入りの
新版は、過去12カ月以内に物質または混合物を供給
したすべての以前の受領者に書面または電子的手
段により無償で提供されなければならない。
注意
登録後の更新はすべて登録番号を含まなければ
ならない。
SDSの変更がいつ「大きい」変更または「小さい」変
更とみなされるかについて､業界の推奨事項はある
が、
この「大きい」
「小さい」
という用語はREACH規則
では用いられていない。上記の変更(a～c)のみが、過
去12カ月以内に物質または混合物を供給したすべ
ての受領者に更新された版を提供する法的義務を
生じさせる。
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5.7 CLP届出

物質と混合物の分類、表示および包装に関する規則
(EC) 1272/2008（以下CLP）は、国連の化学物質の分
類および表示に関する世界調和システム (GHS)の分
類基準と表示規則を考慮して、欧州共同体における
物質と混合物の分類および表示に関する規定およ
び基準を調和させる。CLP規則は、同じ有害性につい
て世界中で同じ方法で記述および伝達する国連GHS
の目標に寄与する。
EEAで物質を製造し、
または物質そのものもしくは混
合物中の物質をEEAに輸入する場合は、CLP 2章 (39
条～42条)の要件に従い、分類および表示をECHAに
届け出る義務を負う可能性がある。届け出られた情
報は公に利用できるC&Lインベントリーに掲載され
て一般に公開され､その情報はECHAウェブサイトで
誰でも見ることができる。
C&Lインベントリーへの届出義務は、輸入または製
造する物質が次のいずれかに該当する場合に適用
される。

•
•
•
•

物質が有害であるか否かに関係なく年間1トン以
上で、
したがってREACHの下での登録の対象とな
る場合(CLP)。
混合物中にCLP付属書Iで規定された濃度限界値
を超えて存在し、混合物が有害性と分類され当該
混合物が上市される場合。
REACH 7条で登録が定められている成形品に含ま
れている場合 (5.8章自動車業界の例参照) 。
トン数に関係なくCLPの下で危険有害性と分類さ
れ、上市される場合。

注意
REACHの下で登録が免除されている物質が、C&L
届出の対象となることがある。
これは例えば殺生
物剤および植物保護製品の活性物質､ポリマー (
有害性の場合はREACH 6条3項参照)および少量(
年間1トン未満）の有害物質を含む。
CLP 39条(b)はすべての有害性を対象とする。
これ
は、特定の危険性と分類され、混合物に含まれる
物質で、混合物が上市され､その物質の存在のゆ
えに危険性と分類される必要があるときは常に当
該物質の届出を含む。混合物が属する危険性区分
は有害性を引き起こす物質の区分とは異なる。疑
わしい場合は専門家に判断を求めるべきである。

スケジュール:
一般的規則：
上市から１カ月以内
詳しい情報は以下のURLを参照のこと。
https://echa.europa.eu/web/guest/regulations/
clp/cl-inventory/notification-to-the-cl-inventory
http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/
pg_7_clp_notif_en.pdf
(ECHA実用的ガイド7：分類および表示インベントリ
ーの物質を届け出る方法).

注意
貴社への供給者がCLPに従う分類を含むREACH登
録文書を提出している場合は、C&Lは届出済みと
みなされる。
この場合は、別途届出は不要だろう。

注意
CLPの下では唯一の代理人の役割は存在しない。
したがって届出は物理的に製品を輸入する輸入
者が行わなければならない。ただし、唯一の代理
人はサンプル数量程度の輸入で輸入者となること
ができる。
このようなケースでは、唯一の代理人は
他の輸入者と合意の上、すべての輸入者のために
合同で届出を提出する。

» 5.7 CLP届出

物質 が CLPの基準を満たさず、年間1トン未満で輸
入される場合は、届出は必要ない。
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5.8 成形品中の物質の登録

REACH 7 条1項に従い、EEA内の自動車用成形品の
生産者およびEEA外からの自動車用成形品の輸入者
または成形品の「EEA外製造者の唯一の代理人」は、
以下の条件をすべて満たす成形品中の物質を登録
することが義務付けられる。
通常または当然予想される使用条件下で物質が
成形品から放出されるよう意図されていること。
• 成形品中に存在する物質の総量が生産者または
輸入者当り年間1トンを超えること。
• 物 質 が 当 該 用 途 に つ い て 未 登 録 で あ ること
（REACH 7条6項免除）。

•

一般原則として、
「意図的放出」
とは、成形品のある（
付随的な）機能または特性が物質または混合物剤の
放出と結びついていることを意味する。
物質の放出は、それが成形品として避けられないも
のであり、成形品の機能には関係しない場合は意図
的放出とはみなされない。例：高摩擦条件下におけ
る材料の摩耗や破れ､例えばブレーキライニングや
タイヤ、2つの可動部品の間の摩擦を減らすために
用いる潤滑油の漏れ（ECHAウェブサイト
「成形品中
の物質の要件に関するガイダンス」参照）。意図的に
放出される物質はREACH 7条5項の対象となり得る。
そして次のすべての条件が該当する場合は､ECHA
は成形品の製造者または輸入者に登録を要求でき
るだろう。
1. 物質が製造者または輸入者当り年間1トンを超え
る数量で成形品中に存在すること。
2. ECHAは､次を疑う十分な理由があること。
a) 物質が成形品から放出される、かつ
b) 成形品からの物質の放出が人の健康または環境
にリスクを与える。
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REACH
7条6項による免除：この登録義務は、既に
該当物質について用途が登録済みの物質または
別途免除された物質、例えば水には適用されない
（AIG5.2章も参照のこと）。
それゆえEEA内の生産者は、供給者等が意図的放出
物質を既に登録しているかチェックすべきである。
自動車業界は、車両に組み付けた後で、標準的な使
用条件を適用したときに意図的に物質を放出する成
形品の例を以下に示す。

1. 香料のディスペンサー
2. 消火システム（手持ち式の携帯消火器を除く）
3. ウインドウォッシャシステム
4. 圧縮ガスを放出する火工装置（エアバック等）
圧縮ガスを用いた火工装置は、車両内で作動した
ときに意図的に放出する物質を含む成形品とみ
なされているが、有害性とリスクが知られている
基本物質（水素、酸素、希ガス、窒素）はREACH規
則付属書V（9）に従って登録を免除されている。他
の物質または混合物が用いられた場合は、登録が
要求される可能性がある。
注意
自動車業界は、
「火工反応を行う物質は、化学物質
が反応時に消費されるため、REACH付属書V（3）に
基づく登録要件から除外される」
という火工品産
業協会（VPI）および自動車火工品の製造者の見解
を支持する。付属書L2「自動車業界火工ポジション
ペーパー｣参照。
例4「火工装置用の圧縮ガス」の他に、上記の例1-3
は、それ自体として（つまり車両に組み付けられず
に）輸入された場合は、容器に入った混合物とみな
され、それゆえ容器内の混合物に関係する登録義務
の対象となろう。携帯消火器を除けば、輸入される意
図的放出のない容器に入った混合物の最も顕著な
例はタイヤリペアキットである。
この キットは 車 両 の 一 部 で は な い 。した がって
REACH 7条1項に従う登録義務はない。
しかしこれを
輸入すると
（たとえ輸入車両であっても）物質／混合
物の輸入者とみなされる。
このようなケースでは、
タ
イヤリペア剤に含まれて輸入される物質の量をチェ
ックしなければならない。年間1トンの閾値以上の場
合は、REACH 6条の下での登録が既に上流側の供給
者によって行われていなければ、唯一の代理人また
は当の企業が行う必要がある。
自動車の成形品に使用されるブレーキ､トランスミッ
ション、バッテリーおよびステアリング用のフルード、
グリース、潤滑油などの混合物は､当該成形品の機
能に不可欠なものであるため、成形品の不可欠な部
分とみなされる。
したがってこれらが輸入される成形
品に含まれる場合は、予備登録および登録は要求さ
れない。
しかし該当物質が混合物の形で輸入される
場合は予備登録および登録が必要である。
上記、例1, 4以外の自動車用成形品で、通常または当
然予想される使用条件下で放出が意図された物質
を含むものがあれば、詳細を reach@acea.be に報告
下さい。
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成形品からの放出が意図された物質は､物質そのも
のまたは混合物中の物質に適用されるのと同じスケ
ジュールに従って登録される必要がある。

料金
成形品中の物質の登録に必要な料金は規則(EC)No
864/2015で規定されている
（規則(EC)340/2008の改
正）。
注意
容器で納入される物質はREACH 6条に従って登録
されなければならない。容器自体はREACH 3条3
項に従う成形品とみなされる。

» 5.8 成形品中の物質の登録

より詳しい情報はREACH 6条、7条、23条、28条、お
よびECHA成形品中の物質に対する要件に関するガ
イダンスを参照のこと。
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5.9成形品中のCL物質の届出

一般的要件と免除

例:

EEA内の成形品の生産者およびEEA外からの成形品
の輸入者（または代理人）は、成形品中に存在する物
質が以下のすべての条件に該当する場合は、REACH
7条2項に従いECHAに届け出なければならない。

•

•
•
•

物質が認可候補リスト
（Candidate List for authorisation）に加えられていること、及び、
その物質がその成形品中で0.1重量％を超える濃
度で存在する。及び、
その物質がその成形品中で１年当たり生産又は
輸入業者当たり合計して１トンを超える量で存在
する

次のいずれかの場合に届出は要求されない:
物 質 が い ず れ か の サプライチェーンのメンバ
ーによって既に当該用途で登録されている場合
（REACH 7条6項）。
• 成形品の生産者または輸入者が廃棄を含む通常
または当然予想される使用条件下で人または環
境へのばく露を排除し得る場合。
このケースでは、
成形品の生産者または輸入者は、その成形品の
受領者に適切な情報を提供しなければならない
（REACH 7条3項）。

•

これらの一般的要件と免除の詳細は、次章に記載さ
れている。

誰が届出を行わなければならないか?
成形品中のCL物質の届出は、諸条件を満たしている
と仮定して、次のいずれかによって行われなければ
ならない。

•
AIG ON REACH 4.0

•

EEA内の成形品生産者（例えばCL物質を含む樹脂
の射出成形によってプラスチック部品を生産する）
成形品をそれ自体または複合体の一部として、EEA
外の生産者から輸入する企業

従って成形品のEEA内の供給者の顧客は届け出る必
要がない。なぜなら届け出る義務は、成形品のEEA内
の成形品の生産者または輸入者のみに適用される
からである
（欧州司法裁判所事件番号 C 106/14 判
決、2015年9月10日）。

EEAに拠点を置くA社は、成形品Aをそれ自体また
は複合体の一部としてEEA外の生産者から輸入し、
しかも同じ成形品Aが重量比0.1%の閾値を超える
CL物質を含有し、かつ総量が年間1トンを超える
CL物質を含有している。
»» 届出はA社に要求される。
A社はB社に成形品Aを供給し、B社はこの同じ成
形品AをEEA内で複合体Bに組み立てるが、重量比
0.1%の閾値および年間1トンを超えている。
»» B社に更なる届出は要求されない。

•

C社は成形品AをEEA内に拠点を置くA社から購入
する。C社は成形品AがEEA内で生産されたか、ま
たはEEA外の生産者から輸入されたか知らない。
»» C社に成形品Aの届出は要求されない。なぜならC
社は、A社がその成形品Aに対する届出義務を果た
したと推定してよいからである。

•

C社は成形品AにCL物質を含有する塗料を塗装し
て、塗装された成形品Cを作る。塗料が硬化する
と、CL物質は重量比0.1%の閾値（塗装された成形
品Cの全体重量に基づく）および年間1トンを超え
る。
»» 塗膜（硬化した塗料）中のCL物質についてのみC
社に届出が要求される。

•

重量比0.1%の閾値の計算
欧州司法裁判所の2015年判決によれば、7条2項の
届出および33条の情報伝達（5.10章参照）のための
濃度閾値「重量比0.1%」の計算は「O5A」原則に従わ
なければならない。つまり計算は単独の成形品中
または複合体の一部の場合は、単独の成形品中の
CL物質の重量を基準にして行われなければならな
い（2.1章「成形品」および本ガイドライン付属書N参
照）。
O5A原則が濃度閾値を超えてCL物質を含有する成
形品に与える影響を次の表にまとめる。

59

成形品／複合体のEEA 内での製造

情報源

供給者からの情
報義務

届出（7条2項）

サプライチェーン
の川下に情報伝
達する義務
（33条）

材料供給者

yy SDS
（31条）
または別の方法

(32条）で川下に知らせる法的
義務
yy IMDS
（契約上の義務)

EEA 内供給者から購入された
成形品／複合体

非EEA 生産による成形品／複合体
（購入またはEEA 内での製造）

成形品または複合体の供給者

成形品または複合体の供給者

yy 川下に知らせる法的義務

(33条1項）

yy IMDS
（契約上の義務）

yy 法的義務はない
yy IMDS
（契約上の義務）

閾値（年間１トン）を超えている
かの計算ベース
yy EEA内製造される成形品

届出不要

閾値（年間1トン）を超えているか
の計算ベース
yy 輸入される複合体に含有され
る成形品

yy EEA内製造して上市される成

yy 購入して上市されるおよび複

yy 輸入して上市されるおよび複

形品

合体に含有される成形品

合体に含有される成形品

表 5.9.1：欧州司法裁判所判決による義務の要約

CL物質Sがプラスチッククリップの成分であり、
ク
リップ自体はワイパーアセンブリー内部の成形品
で、D社によって輸入される。
•• CL物質Sの重量 = クリップ当り0.005g
•• クリップの重量 = 0.5g（ワイパーアセンブリー当
り2個のクリップ）
•• ワイパーアセンブリーの重量 = 20g
• 各クリップ中の物質のパーセンテージ = 1.0%
• 各ワイパーアセンブリー中の物質のパーセンテー
ジ = 0.05%
»» 結論：含有率の計算は、成形品（クリップ）中のCL
物質の重量のみを基準として行われなければなら
ない。従ってこのケースでは物質は重量比0.1%の
閾値を超えており、届出が要求される（年間1トン
の基準も超えている場合）。

•

年間1トン超えしているかの計算
AIGの定義の章に引用された法文（REACH 3条30項）
における
「年間」の定義は暦年をいうが、同法文の別
の個所とは異なり、物質そのもの、混合物中の物質ま
たは成形品中の物質のいずれに適用されるとは明
確に述べられない。

さらに、REACH 3条30項は「特に定めぬ限り、少なく
とも3年間連続して輸入または製造されている段階
的導入物質については、年間量は暦年で前3年間の
平均生産または輸入量の平均に基づいて算出する」
と定めており、それゆえその前述のように輸入／製
造された物質に適用され、成形品中のCL物質の届出
とは無関係である。TF-REACHでは、
この規定は使用
量が急激に増えて企業が登録義務を順守できなくな
るという状況を避けるために設けられたものである
という見解に立つ。
「年間」
という用語と、それが届出に適用されるかど
うかを十分に考慮した結果、届出の場合には「年間」
は当該物質が候補リスト
（Candidate List）に収載さ
れたときから始まるという結論に達した。当該物質
が候補リスト
（Candidate List）に収載された年の残り
の期間に年間1トンに達しない場合には、翌年の1月
1日から再度集計を開始すべきである。
この決定は、
企業は、成形品中に含まれているCL物質について、
当該物質がリストに収載される前には情報を蓄積し
ていないだろうという理由によるものである。
トン数が満たないために、当該物質が候補リスト
（Candidate List）に載った翌年に届出が不要になっ
た場合でも、それ以後の暦年に当該物質を含んだ成
形品の生産／輸入が増えて年間１トンを超える恐れ
があるので、状況を注視すべきである。

» 5.9成形品中のCL物質の届出

例:
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例
ある物質が2012年6月1日にCLに加えられる。
この物
質を含んだ成形品を輸入または製造する企業は、
調査と集計をこの時点から開始し、その年の終わり
まで行わなければならず、2012年の初めからではな
い。2012年6月1日が積算の開始点とみなされ、2013
年1月1日が次年度の積算開始点となる。
トン数計算
は、当該物質がCLに収載された後、成形品を生産／
輸入する暦年毎に行う必要がある。ただし、初回トン
数計算後、
（当該物質を含有する成形品の）生産／輸
入量に増加が見られる場合に限る。届出は企業ごと
に各物質につき最初の1回だけでよい。
注意
物質の届出の集約
複合体のどの物質が重量比0.1%の閾値を超える
か計算するためのO5A原則に従えば、輸入される
複合体内の複数の異なる成形品中に同じ物質が
閾値を超えて混在する可能性がある。同様に、同じ
タイプのコンポーネント
（つまり同じタイプの物質
の用途）が同じ複合体内に複数存在し得るのは言
うまでもない。
しかしながら、届出は企業ごとに各
物質につき1回だけ行えばよく、年間トン数および
それに基づく物質の届出は、登録文書に登録され
ていないすべての用途に従って集約されるべきで
ある。

例

AIG ON REACH 4.0

•

EEA内に拠点を置くA社は、次のように複数の成形
品に同じCL物質「物質A」を含有する複合体を輸入
する。
成形品

品目

物質 A の用途

A社のために
輸入される
年間トン数

A

PVC Oリング

PVC可塑剤

0.6 tpa

B

PVC シール

PVC可塑剤

0.7 tpa

C

塗装された金
属ブラケット

塗装助剤

1.4 tpa

D

HDPEクリップ

HDPE加工
助剤

0.3 tpa

この例では、CL物質の上記3用途はまだ登録され
ていないと仮定する。

»» A社は3つの用途、すなわちPVC可塑剤、塗装助剤
および加工助剤をカバーする物質Aについて1回
届出をしなければならない。

届出の免除：既に登録されている物質
（REACH 7条6項）
貴社の用途について既に登録されている物質に対
する免除を利用しようとする場合、登録は貴社のサ
プライチェーンの関係者によって必ずしも行われて
いる必要はなく、CL物質の他の製造者または輸入者
によって行われていればよい。EEA内で生産される成
形品またはEEA内に輸入される成形品については、
届出要否を判断するために成形品中の物質の用途
が登録文書に記載されているか確認する必要があ
る。
以下の2条件が満たされれば、ある特定の用途につ
いて物質の登録が既に行われたものとみなす。

•
•

当該物質が、既に登録済みの物質と同一のもので
ある場合。
当該用途が、その物質の登録時に申請された用途
のいずれかと同一である場合。

第1ステップ：物質の同一性をチェックする
このプロセスに お いて最 初 に すべきことは 当 該
物質が既に登録済みの物質と同一のものである
ことの確認である。両物質の名称やEINECSまたは
C A S 番 号を比 較 するだ けで は 必 ずしも十 分で は
ない。
（「REACHの下での物質の識別と命名に関
するガイダンス」5章に定める「物質の同一性チェ
ック基準」を参照すること）。https://echa.europa.
eu/documents/10162/23036412/substance_id_
en.pdf).
第2ステップ：登録された用途と同じであることをチ
ェックする
成形品中の物質の届出の要否確認をする者は、成形
品中の物質の用途がその物質の登録時に申請した
用途のいずれかと一致するかをチェックしなければ
ならない。そのためには、届出者はその成形品中の
物質の機能を確認しなければならない。物質の機能
には「軟化させる」
（フタル酸エステル（可塑剤）の場
合）等の動詞を含めるのが通常であるが、それは登
録文書および公表データには含まれていないため、
「可塑剤」等の名詞から導き出す必要がある。物質
を成形品中に含有させるプロセスおよびどの成形品
タイプへ含めるのかについても記述が必要である。
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物質が成形品カテゴリー「プラスチック成形品」での
使用を目的として登録されたとの情報が公表された
としても、それは必ずしも当該登録がすべてのプラ
スチック成形品をカバーするために行われたことを
意味するとは限らない。登録時に当該物質の用途が
一部の特定のプラスチック成形品について記述され
てはいるが、それ以外のプラスチック成形品につい
ては記述されておらず、評価もなされていないとい
う場合もあり得る。大きく異なる2種類のプラスチッ
ク成形品を使用すれば、人体および環境へのばく露
も大きく異なる可能性がある。貴社の成形品の使用
に伴うばく露が登録文書で十分に評価されていない
限り、登録された用途とみなすことはできない。

1. DEHPが既に登録されているかチェックする。

a) 次のURLでECHAウェブサイトにアクセスする。
https://echa.europa.eu/information-onchemicals/registered-substances
b) CAS番号117-81-7を入力してDEHPの登録状態を
チェックする。
結果：完全な登録文書データが入手可能。

2. 当該物質が既に登録済みの物質と同一のもので
あるかを、少なくとも両物質の名前およびEINECS
またはCAS番号を比較してチェックする。

3. 当該成形品タイプが登録文書でカバーされてい

るかチェックする。
この例では「電線およびケーブ
ル」について、その同義語、例えばワイヤリングル
ーム、
ワイヤリングハーネス、ケーブルアセンブリ、
ワイヤリングアセンブリなどを含めてチェックす
る。
この情報はECHAウェブサイトで公表されてい
る登録物質リストから得ることはできないため、
リ
ード登録者、
コンソーシアム、団体、インターネット
等を通して入手しなければならない。
「電線および
電気ケーブル」の有無をチェックするのは、上述の
他の情報源から必要な情報を得てからである。そ
こで貴社の成形品カテゴリーがカバーされていれ
ば、貴社の用途は既に行われた登録に含まれてい
る。

従って適当な機関、例えばSIEF、
リード登録者、物質コ
ンソーシアムおよび物質関係団体と連絡を取って、
登録された用途に関する他の情報源を利用すること
が望ましい。
自動車業界に関連する物質届出ファクト
シートについては5.9.1章も参照すること。
これらの機
関と連絡を取ることは、機密上、要求する情報の開示
が阻まれるため、実際には難しい場合がある。
これに
関するやり取りはすべて記録することが望ましい。

DEHPを含有したPVCケーブルが車両に使用される
場合:
この事例ではDEHPの最終用途は、成形品「PVCケー
ブル」が取り付けられた車両（AC1）
ではない。物質そ
のものの最終用途は、PVCケーブルに含まれることで
ある。それゆえAC（成形品カテゴリ）は、例えばラバ
ー成形品（AC10）
またはプラスチック成形品（AC13）
などであり得る。

貴社が生産または輸入する成形品のインベントリー
を持っていれば、それらの構成材料および生産／輸
入量に関する情報を得るだろう。
この情報は、物質が
CLに収載された時点で、届出が必要かどうかの基本
的な情報となる
（5.3章参照）。

1. 電線および電気ケーブルの用途セクター（Sector
of Use：SU）をチェックする。DEHPの登録文書では
「消費者による使用：一般家庭（＝一般公衆＝消
費者）」
と指定されている。そこで貴社の用途セク
ターがカバーされていれば、貴社の用途は既に行
われた登録に含まれている。

電線および電気ケーブル中のDEHPの事例を用いて
貴社のCL物質の用途が既に登録されているかチェッ
クする方法の例

2. 登録文書の製品カテゴリー（Product
Category：PC）をチェックする。電線および電気ケーブル
の製品カテゴリーは「ポリマー調剤および配合物」
である。そこで貴社の製品カテゴリーがカバーさ
れていれば、貴社の用途は既に行われた登録に
含まれている。

» 5.9成形品中のCL物質の届出

7条6項に基づく免除の適用可否の判定を目的とし
て2つの用途の同一性に関する結論を出すために
は、用途記述子システムのみに基づいて記述された
用途と貴社の用途とを比較するだけでは不十分で
ある。そのため、
「成形品カテゴリー」
（これは一般的
には非常に幅広い意味を持つ言葉であり、多くの場
合材料についてのみ使用される）は詳細には定めら
れない（ECHAの「成形品中の物質に対する要件に
関するガイダンス」3.3.1章参照 https://echa.europa.
eu/documents/10162/23036412/articles_en.pdf )。
したがって当該用途は、システム上の用途記述を用
いた場合よりもより詳細に記述しなければならない。
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3. 登録文書に収載されたばく露放出カテゴリー（Exposure Release Category：ERC）をチェックする。成
形品「電線および電気ケーブル」の場合、ばく露放
出カテゴリーは以下の通りである。

注意
貴社の用途が登録されているか不確かな場合の
行動
»» 物質を成形品に組み込むのは「使用｣である。
しかし特定の物質を含有する成形品を上市す
ることは、当該物質の使用ではない。
»» 包装・梱包材は成形品または成形品からなる
複合体であるため、包装・梱包材中のCL物質
が重量比0.1% の閾値および年間1トンの閾値
を超えたら届出する必要がある。
»» 貴社がビジネスの一環として配布することが
ある他の販促材料またはマーケティング用品
も成形品とみなされるため、それらについても
CL物質の存在を考慮する必要がある。
貴社が本章に記載されている要領で用途の登
録をチェックしたが、貴社の特定の用途が既に
登録されているかどうかが不確かな場合には、
貴社自身で届出を行うのが望ましい。

•• 金属製、木製、およびプラスチック製の建設・建
築材料（雨どい、排水管、骨組み等）などの成形
品および材料の内部または表面に含まれる物
質の、屋外での使用における耐用年数全体を通
じた低レベルの放出（ERC10a）。
•• 成形品および材料の内部または表面に含まれ
る、屋外での使用により耐用年数全体を通じて
高レベルまたは意図的放出物質。例えば、タイ
ヤ、処理された木製製品、処理された繊維やブ
ラインドやパラソルや家具の布地、民間の輸送
船および遊覧船の亜鉛陽極、
トラックや乗用車
のブレーキパッドである。作業員が行う加工に
伴う成形品の母材からの放出もこれに含まれ
る。
これらのプロセスは一般にPROC 21、24、25、
例えば建造物（橋、
ファサード）や車両（船舶）の
研磨と関わるものである
（ERC11a）。
貴社のばく露放出カテゴリーが同一のものであれ
ば、貴社の用途は既に行われた物質の登録に含ま
れている。

4. 貴社の用途に対してDEHPの成形品中の使用に関

AIG ON REACH 4.0

して制限がないか照合確認する。
a) 詳細をクリックして「製造・用途・ばく露｣の章に入
り、貴社の用途の範囲に対する使用制限が載って
いないかチェックする。
b) 該当する制限が載っていない場合、貴社の用途は
既に行われた登録に含まれている。

CL物質の届出に関するファクトシートを参照のこと
（5.9.1章参照）

免除：物質ばく露が排除される場合
（REACH 7条3項）
CL物質が人あるいは環境へのばく露の可能性がな
い場合、CL物質のEHCAへの届出は免除されるが､執
行当局からの要求があれば説明できるようにしてお
くべきである。次の1項以上に該当することを証明で
きたら、届出は免除される。

•
•

注意
貴社の用途が含まれていない場合の行動
貴社の用途が既に行われた登録に含まれていな
ければ、その用途が含まれるために必要な行動を
起こすことが望ましい。
「REACHタイトルV 5.5章に
従う川下ユーザーの義務」を参照下さい。

•

5. 結論: 上述の例により貴社の電線および電気ケー

•

ブル中のDEHPの用途が含まれているとみなされ
れば、届出は必要ない。当局から求められた場合
にREACHへの適合を証明できるようにするため、
得られた結論およびその結論の元となった考察
事項を確実に記録しておくこと。

•

廃棄過程を含め成形品からの放出がないこと。
意図せず成形品が開いたり、壊れたりして物質が
放出される可能性がないことの説明があること。
物質が成形品の母材に埋め込まれており、ライフ
サイクルの様々な段階を通して母材と物質が安定
的に存在していると説明できること。
物質が成形品内部に完全に留まっていて、その表
面から滲出または漏出しないこと
（例えば物質固
有の性質で閉じ込められるまたは成形品の表面
に特殊コーティングがある場合）。
成形品から放出される物質が技術的手段によって
固定されるか、または直接分解または破壊される
こと
（例えば廃棄物の熱処理によって）。
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REACH 7条4項に規定された届出に記載すべ
き情報
届出者（成形品の生産者または輸入者）の情報､
すなわち名前、連絡先（REACH-ITアカウントおよび
IUCLIDセクション1.1）。
• 届出者の情報とサプライチェーンにおける役割
（IUCLIDセクション1.1）。
• 物質の特定､すなわち物質名､EC番号､CAS番号､
物質のタイプおよび物質の組成（IUCLIDセクショ
ン1.1および1.2）。
この情報はあらかじめ入力され
た物質データセットで提供される。入手可能なら
ばSVHC物質の登録番号（IUCLIDセクション1.3）。
• CLP基準に従うSVHC物質の分類（IUCLIDセクショ
ン2.1）
：この情報はあらかじめ入力された物質デ
ータセットで提供される。

•

•
•
•

成形品に含まれている物質のトン数範囲､すなわち
年間1-10トン､年間10-100トン､年間100-1000トンま
たは年間1000トン以上（IUCLID セクション3.2）
。
届出者の生産サイト。
これは成形品の生産者のみ
が記入し、成形品の輸入者は記入しない（IUCLID
セクション3.3）。
成形品中の物質の用途（技術的機能）
（IUCLIDセク
ション3.5）および成形品の用途（IUCLIDセクション
3.4および3.5）に関する概要。

IUCLIDを用いて届け出る方法に関する詳しい情報
は、ECHAマニュアル「成形品中の物質の届出の準備
方法」に記載されている。
https://www.echa.europa.eu/documents/10162/
22308542/manual_subs_in_art_notif_en.pdf

スケジュール

•
•

2010年12月1日以前に候補リストに載ったSVHCに
ついては、2011年6月1日までにECHAに届け出な
ければならなかった。
2010年12月1日以後に候補リストに載ったSVHCに
ついては、候補リスト収載後6カ月以内に、および
年間1トン閾値を超えたらECHAに届け出なければ
ならない。

TF-REACHの推定される作業
2011年6月1日以前の最初の届出は、2010年12月1
日版の候補リストに基づいて行われた。
• 物質が認可候補リストに載った後で、当該暦年の
トン数を計算しなければならない。
• 重量比0.1%の濃度を超える成形品中のCL物質が、
物質の登録されていない用途について法人ごと
に物質当り年間１トンに達したら、届け出なけれ
ばならない。
• 当該物質が認可用のCLに収載された年に年間1ト
ンに達しない場合には、計算を再度翌年1月1日に
再び「ゼロ」から積算を開始する。
• REACH 7条7項に従い、届出者は物質が認可候補
リストに載った後で6カ月以内に、成形品中の物質
の総量が法人（生産者または輸入者）
ごとに年間
１トンを超えたら、届け出なければならない。
• 7条の届出は法人ごとに物質当り（1種類のCL物質
について）1回だけ行えばよく、毎年行う必要はな
い。

•

12

2011年4月14日のECHA職員との電話会議での情報

» 5.9成形品中のCL物質の届出

注意
届出に関する留意点
»» 自動車業界が推奨するのはREACH 7条3項の
免除規定の使用を避けることである。なぜなら
届出を行うよりも
「ばく露がないこと｣を証明す
る方が難しく費用が掛かると思われるからであ
る。
»» ECHAはたとえ一般的登録基準が満たされて
いたとしても、REACH 7条5項に従い届出者に
物質の登録を要求することができる。
»» 物質がCLに含まれる前に生産または輸入され
た成形品中の物質に対して届出は要求されな
い。
»» 成形品または複合体に包含または一体化され
た混合物は7条2項での対象外である。
»» 届出は各企業が物質ごとに1回行えばよい。ト
ン数範囲の変更など事情が変化したら最初の
届出を更新しなければならない。
»» ばく露 ベ ース の 届 出 免 除 に 関 する 情 報 に
つ いての 詳 細 は 、E C H A の「 成 形 品 中 の 物
質 に 関 するガ イダ ンス 」を 参 照くだ さ い 。
https://echa.europa.eu/documents/10162/
23036412/articles_en.pdf.
»» ECHAによると12、一部のケースで複合体の生
産者は成形品に含まれているCL物質の技術的
機能を把握してないことがある。その場合は届
出者が推定しなければならない。
»» ECHAウェブサイトで入手可能なCLは、既に入
力されたIUCLIDファイルの数セクションからな
る物質データセットを含む（物質名､組成およ
び分類情報）。
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•
•
•

トン数範囲が変わったら届出を更新しなければな
らない。
同一の法人のために輸入および製造される成形
品中の同じCL物質はトン数の計算で合算する。
CL物質の用途の一部しか登録されていない場合
は、登録されていない用途の数量を計算して届け
出なければならない。

詳細についてはREACH
7条、57条および59条およ
びECHA「成形品中の物質に関するガイダンス｣ 参
照。
（https://echa.europa.eu/documents/10162/
23036412/articles_en.pdf).

5.9.1 自動車業界に対する推奨事項
すべての基準を考慮した結果、自動車業界に対して
次の戦略が推奨される
（フローチャート4参照）。

1. 成形品中のCL物質に関するデータを国際材料デ

ータシステム（IMDS）を用いて収集する（付属書
N「O5A物質閾値計算のためのデータ収集」参照）
。

2. 貴社が製造または輸入する成形品および複合体
にどんなCL物質が含まれているか特定する。

3. それらのCL物質のどれがO5A原則に従い重量
比0.1%の閾値を超えるかチェックする（付属書
N「O5A CL物質閾値計算」参照）。

4. 閾値を超えるCL物質の影響を受ける用途を特定
する。

5. 下記のURLで物質届出ファクトシートを参照する。
http://www.acea.be/publications/article/reachautomotive-industry-factsheets; 用途が既に登録
されているかチェックする。

注意
届出ファクトシートはタスクフォースのメンバーに
よって特定された業界における物質の典型的な
用途のみを考慮しており、すべての想定される用
途をカバーしていることは保証されていない。そ
れゆえそれぞれの企業の用途が登録済みの用途
によってカバーされていることを確認するのは、
フ
ァクトシートの各使用者の責任である。追加の情
報については、関連する団体／コンソーシアム／
供給者または製造者に尋ねること。
貴社のすべての用途が既に登録されていて、届出
義務がない場合は、ステップ8に進む。そうでない
場合は、次のステップ6に進む。

AIG ON REACH 4.0

6. どの未登録CL物質が年間1トン閾値を超えるかチ

ェックする。貴社のREACHインベントリーの結果を
使用し、計算には貴社が生産または輸入する部品
のみ考慮する。

7. ECHAに必要な届出を行う。
8. 貴社の決定および行動の理由を記した文書を保
管する。
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» 5.9成形品中のCL物質の届出

注意
完成車の輸入：最初の計算はマスターパーツリス
ト
（150% BOMと呼ばれる）に基づいて行う。未登
録用途について物質が年間1トンを超えたら、実際
に輸入された車両に基づいてより詳細な評価を行
う。

66

5.10 成形品中のCL物質の情報伝達に関する要件

一般的要件
REACH 33条は、成形品の供給者（2.1章の定義参照）
が受領者にCL物質に関して十分な情報を提供して
その安全な使用を可能にすることを要求している。
安全な使用を可能にする十分な、最低限、その物質
の名称を含む情報を提供しなければならない。
情報伝達に関する要件は、以下のすべての基準を満
たす成形品中の物質に適用される。
物質がREACH 57条および 59条に従うSVHCとし
て特定され､認可候補リストに含まれていること
（
「SVHC」については2.1章｢主要な定義｣参照）。
• 物質がO5A原則に従って計算して成形品中に重量
比0.1%を超える濃度で存在すること。

•
•

•

•

上記の基準を満たせば 33条の情報伝達義務に関す
る免除はない。すなわち部品が物質を環境中に放出
しない場合でも義務が適用され、またそれらの義務
はあらゆる量のCL物質に適用され、最低トン数閾値
はない。

AIG ON REACH 4.0

注意
33条「情報伝達」の範囲
»» レガシーパーツ（旧型補給部品）はREACH 33
条の対象である
（ 付属書 L7参照）。
»» 包装・梱包材は成形品または成形品からなる
複合体であるため、CL物質が重量比0.1%の閾
値を超えたら情報を伝達する必要がある。
»» 輸送のためのみに設けられ、顧客から返却さ
れる包装・梱包材（リターナブルパッケージ）
は、33条1項の対象とはならない。
»» 貴社がビジネスの一環として配布することがあ
る他の販促品またはマーケティング用品も成
形品とみなされるため、それらについても CL
物質の存在を考慮する必要がある。
»» 成形品または複合体に包含または一体化され
た混合物（ケミカル品）は 33条の対象外であ
る。

職業的顧客に対する情報伝達
（REACH 33条1項）
REACH 33条1項に従い、成形品に含まれているCL物
質に関する情報は自動的に成形品の企業間受領者
に提供されなければならない。REACH 33条1項の重
要なメッセージは、以下の通り要約できる。

職業的顧客は物質が候補リストに収載されたら、
直ちに自動的にCL物質について情報が伝達され
なければならない。
職業的顧客は販売店、フリート管理者、企業車両
所有者（車両の購入者）を含む（しかしこれらに限
らない）。車両を所有していない雇用された運転
者は職業的顧客ではない。
顧客に関連する情報への直接リンクを提供すれば
十分であろう。例えば、
自動車業界が交換部品を購
入する際に通常使用している、部品番号の次にCL
物質情報を載せたオンラインカタログが適当であ
ろう。
これらの情報は量産が続いている成形品ま
たは複合体について候補リストが変更されたら更
新すべきである。

消費者への情報伝達
（REACH 33条2項）
REACH 33条2項に従い、成形品中の物質に関する情
報伝達要件は、要求があれば消費者にも適用されな
ければならない。情報は要求を受け取ってから45日
以内に無償で消費者に提供されなければならない。
このケースで消費者は当該成形品のユーザーであ
る必要はない。
また実務において当該「成形品」は複
数の成形品からなる複合体も含む。

安全使用情報(SUI)の提供
（REACH 33条1項および2項）
貴社が供給する成形品（成形品それ自体または複合
体、例えば車両もしくは車両部品一部）に含まれるCL
物質が重量比0.1%の閾値を超える場合、貴社は成形
品のライフサイクルのいかなる段階において安全な
使用を確保するために貴社に入手可能な情報を提
供することを保証しなければならない。
どのような安全使用情報が要求されるか評価するた
めに、典型的に次の点を考慮すべきである。

•
•
•
•

成形品中のサプライチェーン川下の製造または組
立作業
職業的使用者または消費者による車両／部品の
使用
車両／部品のメンテナンスおよび修理;
車両／部品のリユース、
リビルト
（再生）、
リサイク
ルまたは廃棄
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最後に、貴社が既に提供している車両／部品につい
ての安全使用情報として、例えば車両オーナーズマ
ニュアル、部品メンテナンス／修理要領、および廃
棄／解体情報も考慮すべきである。

31条、32
条

CL物質を含有する成形品の安全な使用を確保する
のに既存の製品情報で既に十分であるか、
どのケー
スで既存の情報を参照すべきか、CL物質の名前を提
供すれば、REACH 33条の義務を満たすのに十分で
あるかを決定するのは、次に続く製品を上市する各
々の供給者の責任であると考える。上記のライフサイ
クルのいずれかの段階で安全な使用を確保するた
めに更なる情報が必要となったら、その情報をCL物
質の名前に加えて追加しなければならない。
（＝特
定安全使用情報）

33条１項

次のチャートは、サプライチェーン川下に向かう特定
安全使用情報を示している。

③特別な*安全使用情報
(SUI)

原材料

原材料製造者 (Tier 4)

天然ゴム

ゴム

添加剤

材料製造業者＝第1成形品製造者
(Tier 3)

例：可塑剤、難燃剤

33条1項または
33条2項

自動車業界は、CL物質を含有する各成形品の名前ま
たは位置を提供することを一般的に推奨しない。な
ぜならそのような情報は安全使用情報の効果に寄
与することがなく、
またコンポーネント部品名は実際
に有用ではないからである。多くのコンポーネント
名は曖昧であり、影響を受ける成形品を特定する助
けにはならないであろう。1つの例外は追加の特定
安全使用情報が要求された場合であろう。そのケー
スでは安全な使用のために成形品を明確に特定す
る必要から、成形品の名前および複合体における位
置が要求されることがある。

SUI：なし
（生産工程が完全
に自動化されている場合）
SUI：例：
「手袋をする」
（手
動生産の場合）

特定のゴムシート

特定の材料

第2成形品製造者 (Tier 2)

例：二次ゴム

シール

成形品

複合体製造者(Tier1)

約100**コンポーネント成 品

燃料ポンプ

成形品／複合体

車両製造者

約9000**Tier1成形品／複合体

SDSによるSUI

33条2項

完成車

個人顧客

SUI：なし
（ゴムが他の層で覆われ
ている）
SUI：なし
（シールがケーシングで
完全に覆われている）

33条1項

SUI：なし

職業的顧客

図 5.10.1:サプライチェーン川下に向かう特定安全使用情報（SUI）の例
* 特定安全使用情報は、①閾値を超えたらどんな場合でも必ず提供されなければならないCL物質の名前と②CL物質の有無にかかわりなく提
供される成形品に関する一般的な安全使用情報を、除いたものである。
** 特定の部品または車両による。

» 5.10 成形品中のCL物質の情報伝達に関する要件

どのような安全使用情報が貴社に入手可能である
か考慮すべきである。
これには貴社の供給者から提
供されたかもしれない安全使用情報、および貴社の
技術エキスパートや製品安全スペシャリストが承知
している安全使用情報も含まれる。貴社に入手可能
なすべての情報を提供する必要はないが、貴社が上
市する成形品の安全な使用に関連している入手可
能な情報はすべて提供しなければならない。
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33条の情報を提供するための法規で定められたフォ
ーマットはないが、AIG付属書 M1、M2およびM3に掲
載されているテンプレートは十分な情報を提供する
ための参考となる。
33条の情報が完成車について提供される場合、そ
の情報を各車両構成について
（つまり車両識別番号
VINによって）提供することは難しい場合がある。それ
ゆえ自動車業界はこのケースではマスターパーツリ
スト
（150% BOMと呼ばれる）に基づく情報を提供す
ることもあり得る。
33条の安全使用情報が提供される場合、成形品を
受領する顧客のEEA現地語で入手可能にすべきであ
る。
しかしながら自動車業界は、成形品の取扱いに
対して特定安全使用情報が要求されるケースを除
き、IMDS経由で収集されたデータをそのまま提供す
る必要はない。
必要とされる場合、安全使用情報は次のいずれかの
方法で提供されてよい。

•
•

ハードコピー：例えば車両または部品を販売する
ときに情報シートを追加する。
電子的手段：例えば貴社の顧客が直接アクセス可
能なウェブサイトで情報を提供する。

5.10.1 自動車業界に対する推奨事項
すべての基準を考慮した結果、自動車業界に対して
次の基本戦略が推奨される
（フローチャート8 参照）。

1. 成形品中のCL物質に関するデータを、国際材料

データシステム（IMDS）を用いて収集する
（付属書
N「O5A 物質閾値計算のためのデータ収集」参照）
。

2. 貴社の成形品および複合体にどんなCL物質が含

AIG ON REACH 4.0

まれているか特定する。

3. それらのCL物質のどれがO5A原則に従い重量

比0.1%の閾値を超えるかチェックする（付属書
N「O5A物質閾値計算のためのデータ収集」参照）
。

4. 閾値を超える各CL物質について、当該CL物質を
含有する成形品／複合体をカバーする既存の安
全使用情報を特定し、既存の安全使用情報が安
全な使用を確保するために十分であるか評価す
る。TF-REACHは車両に関する情報をマスターパ
ーツリストに基づいて伝達することを推奨する。

5. 既存の製品情報では安全な使用を確保するため
に十分でない成形品については、特定安全使用
情報を準備する。他の「ノンリスク」ケースについ
ては、33条1項および33条2項の要件を満たすた
めに物質名だけでよい。

6. REACH33条1項を満たすために、必要な情報をま
とめて
（任意でAIG付属書 M1に掲載されたフォー
マットに従う）、自動的に成形品／複合体の企業
間受領者に提供する。

7. REACH33条2項を満たすために、消費者から要求
があれば、必要な情報をまとめて
（任意でAIG付属
書M2／M3に掲載されたフォーマットに従う）、45
日以内に要求した消費者に回答を提供する。

8. 欧州司法裁判所の判決の解釈にもよるが、要件を

満たすことは過大な努力を要する恐れがある。不
要な行動を避けるために、
リスボン条約 5条に従
う均衡性(proportionality)の原則を適用すること
を意図した付属書Nに記載されている詳細な推奨
事項と例を考慮することが推奨される。

9. 貴社の決定および行動の理由を記した文書を維
持する。
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5.11 認可手続

REACH規則は、SVHCに伴う環境および健康リスクに
より適切に対処し、経済的、技術的に実行可能である
場合、それらのSVHCを適当な代替技術に段階的に
置き換えることを可能にするべく
「認可手続」を定め
る。

認可の範囲

REACH 57条の基準を満たす物質および候補リスト
に収載された物質は、REACH付属書XIVに加えられ
る可能性が最も高い。

•
•
•
•

認可は、ECHAに対してなされる認可申請 (AfA) に基
づき欧州委員会により特定用途に対して与えられる
ことができる。欧州委員会によって認可が与えられた
ら、認可は修正されるか取り消されるまで有効であ
るが、一定の期限で見直さなければならず、認可所
有者は見直し報告の提出を求められる。
認可 プロセスは次の4つの主な段階を含む。:

認可 は物質の「使用」に適用される (REACH 3条24
項、2.1章参照)。つまり認可は次の場合に付属書XIV
収載物質に適用される。

•
•
•
•

加工される場合
調製または混合される場合
消費される場合
保管または保存される場合 (物質そのものまたは
混合物)
処理される場合
容器に充填され、
またはある容器から別の容器に
移される場合
成形品に組み込む場合
その他の方法で利用される場合

付属書XIV収載物質が既に成形品に組み込まれてい
る場合、すなわち既に物質が成形品を生産するため
に使用された場合、認可は不要。そのような物質は
もはや「使用」
されず、物質の使用の認可は必要ない
(以下の「成形品に対する認可の効果」参照)。

1

SVHCの識別

2

認可リストへの収載

認可の免除

3

認可申請

4

物質の使用に対する人の健康と環境の保護に関し
て最低限の要件を課す既存の 共同体法規に基づい
てリスクが適切に制御されるならば、用途と用途の
カテゴリーの認可を免除されることができる(REACH
58条2項)。

評価と決定（認可の付与または拒否）

科 学 的 研 究 お よ び 開 発（ P P O R D ）に 用 い ら れ
る、REACH付属書XIVに記載された物質は、認可の申
請が必要ない。
このようなPPORDのために用いられ
る物質はREACH付属書XIVで、免除される最大数量と
ともに指定される
（REACH 56条3項）。

AIG ON REACH 4.0

以下の使用が免除される
（REACH 56条4項）。
指令91/414/EECの範囲内の植物保護製品におけ
る使用
• 指令98/8/ECの範囲内の殺生物製品における使用
• ガソリンおよびディーゼル燃料の質に関する指令
98/70/ECの対象となる自動車燃料としての使用
• 鉱物油製品の可動式または固定式燃焼プラントに
おける燃料としての使用および閉鎖系での燃料と
しての使用
• サイト内単離中間体および輸送を伴う単離中間体
（REACH 2条8項(b)

•
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特定の条件下で、以下の使用が免除される（REACH
56条5項）。

•
•

指令76/768/EECの範囲内の化粧品における使用
規則 (EC) No. 1935/2004の範囲内の食品接触材料
における使用

さらに、混合物中に以下の濃度で存在する物質の使
用も免除される
（REACH 56条6項）。

•
•

PBT、vPvBまたは内分泌かく乱物質（REACH 57条
(d)～ (f)）については、重量比0.1%の濃度限界未満
その他のすべての物質についてはCLP規則（CLP
11条3項）に規定された特定の濃度限界未満

訳注：
上記の規則と指令は、2006年12月18日付 欧州議会
および理事会規則(EC)No 1907/2006の記載のまま
であることに留意すること。

さらに5.2章に記載された免除も参照。

物質を認可リストに追加するプロセス
(付属書 XIV)
以下に物質を候補リストに追加するプロセスの記
述、ならびに物質の優先順位付け、勧告および付属
書 XIVへの収載を示す。
注意
»» 認可手続は登録手続とは独立している。
»» 認可の対象となる物質に対してはトン数範囲
の閾値がない。それゆえ認可手続はトン数範
囲に関係なく適用される。つまり認可は必要で
あるが登録の必要はない物質がある。

1. 高懸念物質の候補リストへの追加：付属書XV書類の提出から候補リストへの収載まで約5～10カ月
ステークホルダーインプット－第1回
パブリックコンサルテーション年2回
（3月～4月/9月～10月）
45+15 日
収載を意図する
付属書XV書類発
物質を登録するリ 行－MSC（加盟国委
スト
（Registry of
員会）へ送付
Intentions）におい Committee)
てSVHCとして提案

15 日

30 日

パブリック MSCへ送付
コンサルテ
ーション終了
（MSCのコ
メントも）

90 日
MSCの意見

120日
（最低評価日数）
欧州委員会の
提案

欧州委員会
の決定
(133条3項)
候補リストに収載
一般的に6月/12月

2. 優先順位付け：ECHA収載勧告提案から付属書XIVへの収載まで約14カ月
ステークホルダーインプット－
第2回パブリックコンサルテー
ション一般的に6月から9月

ECHA収載勧告提案
刊行

15 日

90 日

パブリック MSCへ送付
コンサル
テーション
終了

30 日
MSCの意見

90 日
ECHAが収載勧告
最終提案を欧州委
員会へ送付

180 日（最低評価日数）
欧州委員会
の提案

欧州委員会の
決定(133条4項)
WTO届出
付属書XIVに収載

図 5.11.1

» 5.11 認可手続

90 日
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認可申請の提出受付期間
製造者、輸入者､唯一の代理人または川下ユーザ
ー（調合者および物質の最終使用者も含まれる）
は､REACH付属書XIVに記載された物質そのものま
たは混合物中の物質を上市もしくは使用し、または
物質を成形品に組み込むために、単独で、またはグ
ループで認可を申請できる。
認可申請は以下のものについて提出できる。
• 単独または複数の用途
• 単独の物質または(類似) 物質のグループ
いわゆる「サンセットデート」に達していない限り、
認可の対象となる物質の使用または上市を継続で
きる。サンセットデートは特定の用途に対して認可
が付与されていなければ、その日以降は当該物質の
EEA市場への上市と使用が許されなくなる日付であ
る。サンセットデートはREACH付属書XIVで規定され
ている。

3カ月

3カ月

3カ月

3カ月

提出受
付期間

提出受
付期間

提出受
付期間

提出受
付期間

サンセットデートに達しても認可要求がこの日付の
少なくとも18カ月前に受領され、認可の決定がまだ
審理中の場合は、認可に関する決定が下るまで当該
物質を継続して使用できる
（REACH 58条1項）。
最終申請日 (LAD)以降に申請することは可能である
が、サンセットデート以降は欧州委員会により認可申
請が許諾されるまで物質の使用/上市を停止するこ
とが必要である。
認可申請の提出を意図している日から遅くとも8カ月
前にECHAに通知しなければならない。通知する際
には、物質を明記し、認可を求めようとする用途の概
要を提供しなければならない。
通知の送り先： https://comments.echa.europa.eu/
comments_cms/AfA_NotifyAndPresubmit.aspx
1年を通して認可申請の「提出受付期間」が設けられ
ている。申請者がこれらの受付期間内に申請を提出
すれば、それらの申請が最短時間で処理されること
を確実にできる。申請が円滑に処理されるようにす
るために、申請は最終提出受付期間の前のいずれか
1つの受付期間に提出することが推奨される。

提出前情報セッシ
ョン（PSIS）-オプ
ション

最終提出受
付期間

ECHA届
出

AIG ON REACH 4.0

2カ月以
上**

サンセットデ
ート

最終申請日***

選択した提出受付期間の
6カ月以上前

届出準備
PSIS要求
準備（オプ
ション）

図 5.11.2: 認可申請 提出の概観
* 提出受付期間は2週間である。
** 届出は選択した提出受付期間の8カ月以上前に行われなければならない。
*** 正式受領日
（料金が支払われパブリックコンサルテーションが開始）

3カ月

18カ月
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単独申請または合同申請

認可申請における基本的情報は、次のものを含む。

申請は以下のいずれかの申請者が単独またはグル
ープで提出できる。

•
•
•
•
•
•

川下ユーザー
川上関係者
川上関係者 (1段目) と川下ユーザー (2段目)を含
む 2段申請の方策

合同申請は複雑で技術的な問題を伴う可能性があ
るため、ECHAは以下の場合に合同申請を準備して
提出することを推奨する。

•
•

グループの共同申請者全員が合同認可申請に含
まれるすべての用途を申請すること。
申請において提供されるすべての情報を共有する
ための適切な方法を見いだしていること。

複雑なケースでは、各共同申請者はそれぞれ申請を
別々に提出する方が好ましいと思われる。
サプライチェーンの複雑度に応じて、全関係者(供給
者、顧客など) と協議して、貴社のケースにとって最良
の方策を決定することが強く推奨される。方策が決
定したら、申請者が貴社の用途および貴社の川下ユ
ーザーの用途を対象とするのに必要なすべての情
報を得るように図らなければならない。

認可申請の準備
付属書XIV収載物質を使用するための認可を申請す
るルートは、次の2通り可能である。

1. 適切な管理ルート：物質の使用によるリスクが適
切に制御されていること、すなわちばく露が導出
無影響レベル (DNEL)を下回ることを証明する。
2. 社会経済的分析 ルート：物質を使用することの便
益がリスクを上回り、かつ適当な代替 物質または
技術がないことを証明する。

申請において要求される情報 (評価レポート) は、貴
社がリスクの 適切な制御を証明できるか、および貴
社が申請しようとする用途に対して適当な代替物質
または代替技術 が利用できるかによって異なる。

認可申請のために選択されたルートに応じて、その
他の情報を含めることができる： 社会経済的分析
(SEA)、人の健康または 環境に対するリスクを考慮し
ないことを正当とする理由 (認可申請の準備に関す
るECHAガイダンス参照)。

認可申請の提出および評価
ECHAのリスク評価委員会 (RAC) および 社会経済性
評価委員会(SEAC) は、認可申請に含まれている各用
途について意見書を策定する。
この 意見は申請者の
評価レポートのRAC および SEAC 評価をまとめたも
ので、認可決定に含まれ得る条件または監視措置に
対する推奨事項、ならびに用途に対する認可が付与
される場合は 期限付き見直し期間の長さに関する
推奨を含む。
RAC および SEAC 意見は、申請、ならびに可能な 代
替物に関するパブリックコンサルテーションで得ら
れた情報に基づいている。RAC および SEACは申請
者に 追加の 情報を求めることができ、
これらの情報
も考慮される。
申請者と、両委員会と、パブリックコンサルテーショ
ン中に可能な代替物に関する情報を提出した第三
者との間で「三者会談」を組織することもできる。
認可を付与するか否かの最終決定は、欧州委員会が
REACH 委員会の加盟国と協議して下す。決定プロセ
スには、少なくとも6カ月かかる。

» 5.11 認可手続

•
•
•

申請の対象となる物質の識別
申請書を作成する者の名前と連絡先
具体的な用途に対する 認可の要求
化学安全性報告書
代替物質の検討
代替計画
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申請者/認可所有者

提出

用途に関する広
範な情報（BIU）パ
ッケージ公表

RAC/SEAC

第三者のコメント
および申請者の
可能な回答公表

欧州委員会

ドラフト意見

利害関係者

最終意見公表

欧州委員会決定

パブリックコンサルテーシ
ョン（8週間）

2～3カ月
PSIS

BIU最終化および請
求書支払い

遵守

4～10カ月
ドラフト意見

川下ユーザー

1～4カ月
三者会談可能

RAC/SEACが意見書を策定

6カ月以上

コメント

見直し期間
遵守

意見最
終化

見直し
報告書

審査・決定

図 5.11.3：認可申請の評価と 決定 (出典：ECHA ウェブサイト - 現在は掲載されていない)

サプライチェーンにおける認可
川下ユーザーは､当該用途に対してサプライチェー
ンの川上の関係者に付与された認可の条件に従っ
て物質を使用するならば認可対象物質を使用できる
（REACH 56条2項）。

見直し期間は付与された認可に対して個々に定める
(すなわち4年、7年、12年)
認可は見直し期間の終了までまたは欧州委員会が
付与された使用の認可を取り消すまで有効とみなさ
れる。

付属書XIV収載物質の使用に対する川下ユー
ザーの義務

付属書XIV収載物質の最初の認可においては見直し
期間は定められていない。使用の認可を延長するこ
とが必要な場合は、認可所有者は告知された見直し
日より少なくとも18カ月前に申請を行わなければな
らない（REACH 61条も参照のこと）。

付属書XIVに含まれている物質を扱う場合、追加の義
務が生じる。

•

AIG ON REACH 4.0

認可の見直し期間

•

混 合 物 中 の 物 質を含 む 認 可 の 所 有 者 ､ および
REACH 56条2項で言及されている川下ユーザー
は、物質または物質を含んでいる混合物を認可さ
れた用途で上市する前に、CLPで要求された表示
に加えてラベルに認可番号を含めなければならな
い。
これはREACH 64条9項に従い認可番号が公に
入手できるようになったら遅滞なく行われなけれ
ばならない。
REACH 56条 2項に従い物質を使用する川下ユー
ザーは、物質の最初の供給から3カ月以内にECHA
に届け出なければならない(REACH 66条1項)。
•• ECHAは届け出を行った川下ユーザーの登録簿
を保管して、加盟国の所管当局がこの登録簿に
アクセスすることを認める。

注意
»» 欧州委員会が認可の拒否を決定したら、サン
セットデート以後にその付属書XIV収載収載
物質のすべての使用を停止しなければならな
い。
»» つまりサンセットデート以後に欧州委員会が認
可拒否の決定を下したら、その付属書XIV収載
収載物質の認可されていないすべての使用を
直ちに停止しなければならない。
»» 川下ユーザーは、使用の 認可が付与されずに
付属書XIV収載収載物質の代替が 要求された
場合に備えて準備すべきである。川下ユーザ
ーはその戦略を構築すべきである。
»» 物質インベントリーの結果に従い、規制対象と
なる可能性のある物質を特定することが推奨
される。
»» 必要に応じ、自社の用途の認可をサポートする
データを収集すべきである。
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認可リストのための優先順位
付け

認可申請パブリックコンサルテー
ションおよび 三者会談

用途および使用する量に関す
る確認。暫定的取決めおよび
可能な免除に関する見解。

申請する用途に対する代替
物質または代替技術、
リスク、
代替物の技術的実現可能性
と費用。

候補リストへの収載

パブリックコンサル
テーションで要求さ
れる情報のタイプ

物質の識別および識別に関
連する固有の特性 ( 識別が
調和した分類および表示に
基づかず、
この点で不備の可
能性がある場合)。
さらに用
途、ばく露の可能性、代替物
に関する情報。

表 5.11.1：認可手続における3つの主要なコンサルテーション段階で要求される情報のタイプ

ECHAは認可の4段階のうち3段階でパブリックコン
サルテーションを行う。

•
•
•

候補リストへの収載
認可リストのための優先順位付け
認可申請パブリックコンサルテーションおよび三
者会談

ECHA はすべての利害関係者が関与して、それぞれ
の見解を示すことを奨励する。
自動車業界はOEMおよび/またはそれらの供給者が
パブリックコンサルテーションにできるだけ早く域内
各国または欧州の事業者団体を通してコメントを出
すことを推奨する。
これらの事業者団体は会員から
の種々の提案を集めて組み合わせ、団体の名前で当
局に提出できる。
認可プロセスの第4段階 「申請の評価」
(
)では、
自動
車業界の経験 (例えば六価クロム認可)によると、認
可書類提出に直接関与しない第三者がパブリックコ
ンサルテーションで重要な役割を果たすことがある。

注意
TF REACHは、
自動車業界が適時にステークホルダ
ーコンサルテーションに業界全体の統合された入
力をできるようにするプロセスを開発した(付属書
J – REACH-GADSL-IMDSフローチャート参照)。
これ
はさらに自動車業界のツール(GADSL & IMDS)を、
認可と制限に関するREACHリストの最新版で更新
するのを助ける。
このプロセス全体の重要な構成要素は「影響評価
プロセス」であり、
これはどの製品およびプロセス
（生産）工程にSVHCが含まれておりいる可能性が
あり、
どの（箇所の）代替を開始しなければならな
いかを探るのを助ける(6章：5段階REACH適合スケ
ジュールのステップ1.3参照)。
IMDSは成形品に及ぼす影響を評価するための主
要な情報源であり、貴社のデータが常に最新のも
のであるか確認されたい。
生産プロセス工程に及ぼす影響を評価するため
に、供給者は影響評価にそれぞれの関連する情報
を提供することが要請される。

成形品に対する認可の影響
物質が既に成形品を生産するために使用されてい
る場合、
「使用」には当たらず、
（その物質の）使用の
認可も要求されない。
付属書XIV収載物質を含む成形品はサンセットデー
トより前にEEA内で生産され、在庫とされた場合は、
サンセットデート後も供給できる。

» 5.11 認可手続

認可プロセスにおけるパブリックコンサルテー
ション
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•
•

附属書XIV収載物質を成形品に組み込む生産者
が、その物質の使用の認可を確認しなければなら
ない。
在庫部品に対する義務はない。

EEA外で付属書XIV収載物質を用いて生産される成
形品は、使用の認可なしでEEAに輸入できる。

レガシースペアパーツ
サンセットデート後に生産されなくなった製品が早
期に機能しなくなるのを避けるために、付属書 XIVに
収載された一部の物質は、その製品の修理に必要な
交換部品の生産のために利用可能にしておく必要
がある。ただし、
これはそのような交換部品がなけれ
ば製品が意図したとおりに機能できず、
またそのよう
な製品の修理のために付属書XIV収載物質が必要な
場合に限る。
この目的のために、TF-REACH はレガシ
ースペアパーツに対する認可免除の必要性に関する
ポジションペーパー を作成した(付属書 L12参照)。以
下にその要約を掲げる。

•
•

付属書XIV収載物質をそのような交換部品の生産
およびそのような部品の修理に使用するための認
可申請は簡素化すべきである。
そのような 簡素化された 認可申請を実施できる
ようにするために、その用途の該当物質に対する
暫定的取決めを拡大すべきである。

その結果、一部の物質に対するサンセットデート は
レガシースペアパーツについて延長された。
レガシ
ースペアパーツの生産についての簡素化された認
可申請に対する実施措置は、2018年に開始されるこ
とが予想される。

本件に関する他の文書

•
•
•
•
•

•

•

•

•

AIG ON REACH 4.0

•

•

REACHタイトルVII 55条～66条
R E A C H に 関 するE C H Aガイダンス文 書リスト
https://echa.europa.eu/guidance-documents/
guidance-on-reach
Public Activities Coordination Tool (PACT)
https://echa.europa.eu/status-and-purpose
SVHCの識別に関するECHAガイダンス
https://echa.europa.eu/substances-of-very-highconcern-identification-explained
ECHA 認可の申請の仕方 -申請者のための段階的
ガイド
https://echa.europa.eu/documents/10162/
13637/apply_for_authorisation_en.pdf/
bd1c2842-4c90-7a1a-3e48-f5eaf3954676
ECHAの認可申請のためのオンラインサポートペ
ージは申請者の視点から必要なステップを素早く
概観できる。
https://echa.europa.eu/applying-forauthorisation
認可申請 の準備に関するガイダンス
(ECHA,
2011a)は認可プロセスについての情報を提供し、
認可申請の主な要素を説明している。
https://echa.europa.eu/documents/10162/
23036412/authorisation_application_en.pdf
認可のための社会経済的分析の準備に関するガ
イダンス (ECHA, 2011b) は、社会経済的分析の準
備の仕方について具体的で詳細なガイダンスを
提供する。
https://echa.europa.eu/documents/10162/
23036412/sea_authorisation_en.pdf
情報要件および 化学品の安全性評価に関するガ
イダンス は、CSR の準備の仕方についてガイダン
スを提供する。
https://echa.europa.eu/guidance-documents/
guidance-on-information-requirements-andchemical-safety-assessment
「認可申請における用途の記述の策定の仕方」
は、認可申請において申請される用途をどのよう
に策定および記述すべきかについて説明してい
る。
https://echa.europa.eu/documents/10162/
13566/uses_description_in_auth_context_
en.pdf
ECHAは認可申請 プロセスに関する80以上の質問
と回答 (Q&A) を公表した。
https://echa.europa.eu/de/support/qassupport/browse/-/qa/70Qx/view/scope/reach/
authorisation
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•

認可申請を提出する前に申請者はECHAとの提出
前情報セッション(PSIS)を要請して申請に関係す
る規制および手続に関する質問をすることができ
る。
https://comments.echa.europa.eu/comments_
cms/AfA_NotifyAndPresubmit.aspx
ECHAは認可申請プロセスに関係する問題点を明
らかにするために幾つかのトレーニングセミナ
ーおよびワークショップも開催してきた。
これらの
イベントで使用されたプレゼンテーションその他
の資料は、ECHAのウェブサイトで入手できる。
https://echa.europa.eu/support

JAMA注：上記URLは、変更される可能性があります。

自動車業界に対する推奨事項

•

•
•
•

認可候補リストに収載されている物質の使用を制
限して、技術/品質要件を満たし、かつ、物質の代替
による社会経済的影響が考慮されたことを保証す
る。そのため､顧客と供給者が合意の上、代替を行
わなければならない。
代替を行うために自動車業界が定義した適切な
代替を選択するための基準を考慮する( 付属書O「
持続可能な代替基準」)
付属書XIV収載物質を使用して成形品を生産する
場合は、貴社は当該物質の貴社の使用が、供給者
の認可申請に含まれていることを確認する。
供給者が付属書XIV収載物質の認可または代替の
意向について貴社に知らせることを義務付ける条
項を供給者との契約に加える。

» 5.11 認可手続

•

78

5.12 制限プロセス

REACHは、ある物質が健康または環境に容認できな
いリスクをもたらす場合、
この物質の製造､上市また
は使用を規制する制限プロセスを設けている。制限
は「セーフティーネット｣として制定され、他のREACH
プロセスでは対処されないリスクを管理する。

制限の提案は、加盟国または欧州委員会の要求によ
りECHAによって準備される。制限プロセスはREACH
タイトルVIIIに記載されている。REACH付属書XVIIに
はすべての制限された物質およびREACHの下での
制限の条件が掲載されている。
制限プロセス (REACH 69条～73条)の主要なステ
ップ､スケジュールおよび関係者に関する概要(出
典：ECHA ウェブサイト)

関係者

関係当事者

ECHA

委員会

事務局

準備
作業

ステークホルダー入力

制限書類準備12ヶ月

届出

パブリックコ
ンサルテーシ
ョン
6ヶ月

提出

パブリック
コンサルテー
ション60日

意向の登録

社会
経済的
分析
リスク
評価

フォーラム

一貫性のチェック

提出者
(加盟国または
ECHA)

制限プロセスのステップ

ドラフト意
見のとりまと
めと採択
12ヶ月

最終
意見

意見のとりまとめ
と採択 9ヶ月
アドバイス

欧州委員会
（規制
委員会）
業

決定準備
3か月

附属書XVII
修正

界

遵守

加盟国

実施

関係者
図 5.12.1 制限プロセスの主要ステージ

AIG ON REACH 4.0

送付

制限プロセスのステップ
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REACH 68条2項に従い、CMR 1Aまたは1Bとして分
類される基準を満たし、消費者によって使用される
恐れがあり、さらに欧州委員会によって消費者の使
用制限が提案されている物質そのもの、混合物中
の物質または成形品中の物質については､上の図
5.12.1に述べる完全な手続を経ることなく(REACH 69
条～73条は適用しない)､特に(REACH 133条4項によ
る)すべての利害関係者を対象としたコンサルテー
ションを行うことなく､REACH付属書XVIIは修正され
る。その結果、制限プロセスに対するスケジュールが
短くなり、業界が法規対応のために利用できる時間
も短縮される可能性がある。
注意
制限プロセスと認可プロセスの違い
»» 認 可 の 下 で は 、明 確 に 許 可 さ れ た 使 用 以
外、EEA域内の物質のすべての使用が禁止され
る。
»» 制限の下では、明確に禁止された内容以外、物
質のすべての使用が許される。
制限プロセスと認可プロセスは関連しており、事
実上使用に対して類似の効果を持つことがある。
しかしながらこれらは適用範囲、関係者の役割お
よび手続の理由がそれぞれ異なる。認可は 57条
(a-f )によって規定された候補リストに載っている
SVHCのみを対象とするのに対し、制限は製造､使
用または上市に起因する健康または環境に対す
る容認できないリスクがあれば、すべての物質に
課される。
これは欧州共同体全域で取り組むこと
ができる(REACH 68条(1))。

1つの大きな違いは、成形品のEEAへの輸入は認
可義務によっては規制されない (EEAに輸入され
るREACH付属書XIVに収載された物質を含む成形
品は認可義務の対象ではない)のに対し､制限プ
ロセスは成形品の輸入を規制できることである。
制限プロセスまたは他の欧州共同体法規により
すべての使用が禁止される物質は、REACH付属書
XIVに含む事はできない、
あるいは付属書から削除
されなければならない (REACH 58条7項)。
一般に制限プロセスは、人の健康または環境に対
する容認できないリスクの故に物質のすべての使
用を禁止し、または一部の(周知の)使用を禁止す
ることが正当化されるケースでは優先される選択
肢である。

推奨事項

•

•

自動車業界の認可に対するプロセスと同様に、自
動車業界は制限についても、起こりうる制限が自
動車事業に及ぼす影響について俯瞰するために
影響評価プロセスを用いている。
したがって代表
的な概観を提供するためにこのプロセスに入力す
ることが推奨される。
制限が貴社の事業に及ぼす影響を理解するため
に、付属書 XVIIのすべての項目が自動車業界 (成
形品, 生産)に及ぼす影響を評価した、REACH TFに
より作成された表を参照することができる。付属書
K参照。

本件に関する他の文書
REACHタイトルVIII 67条～73条
• 付属書 XV制限に関するECHA ガイダンス：
https://echa.europa.eu/documents/10162/
23036412/restriction_en.pdf
• 社会経済性評価 - 制限に関するECHA ガイダン
ス： https://echa.europa.eu/documents/10162/
23036412/sea_restrictions_en.pdf
• Public Activities Coordination Tool(PACT)：
https://echa.europa.eu/pact

» 5.12 制限プロセス

ECHA
は、
リスク評価委員会(RAC)および社会経済
性評価委員会(SEAC)の開かれた議論と対話を促
進するために、提案された制限に関するパブリッ
クコンサルテーションを行う。コンサルテーション
は、REACH付属書XV制限報告書がECHAウェブサイ
トに公表された時点で開始し、6カ月間行われる。関
心がある団体は提案された制限およびREACH付属
書XV制限報告書についてコメントすることができ
る。
ステークホルダーは付属書 XV 制限報告書にコメン
トするよう要請される。貴社の意見や要望が他の人
々によって確実に考慮されるように、
コンサルテーシ
ョン期間の最初の3カ月間にコメントを提供すること
が強く推奨される。
ターゲット物質、制限の文言の解
釈（例えば“part thereof”）、あるいは制限範囲のより
良い定義を目指す特定のECHAとしての見解が規制
制定に影響する為、それだけにいっそう重要なのは、
この制限プロセスに注意を払い、自動車業界に著し
い影響を与えかねない制限に対するコンサルテーシ
ョン段階で関与する事である。
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5.13 REACHと廃棄物 –自動車業界に与える影響

廃棄物の定義は、
「廃棄物とは､所有者が捨てる、ま
たは捨てる意志がある、または捨てる必要があるす
べての物質または物体をいう｣となっている (廃棄物
枠組指令WFD2008/98/EC 3条1項)。
WFDで定義された廃棄物は、REACHの下での物質､
混合物または成形品とはみなされない(REACH 2条
2項14)。 その理由は加工性を確保するとともに、廃棄
物のリサイクルおよびリカバリー に対するインセン
ティブを維持するためである(REACH前文11)。
それゆ
えREACH要件は廃棄物には適用されない。
しかしな
がらこれは廃棄物が全面的にREACH規則の適用範
囲外であることを意味するものではない。

AIG ON REACH 4.0

REACHに従えば､登録の対象となる物質、混合物中
の物質または成形品中の物質の製造者または輸入
者は、該当する場合は、特にばく露シナリオを作成す
るために、またはREACH 33条の下での「安全使用」
を評価する際に、 実際に物質のライフサイクルにお
ける廃棄物段階を考慮することを義務付けられてい
る(5.10章「成形品中のCL物質 に対する伝達要件」
も
参照)。つまり製造者または輸入者は物質の製造およ
び使用段階を通して生み出される廃棄物を考慮しな
ければならない。該当する場合は、成形品の製造中
に生み出される廃棄物､および当該物質を含む成形
品の寿命終了と関連している廃棄物を考慮する必要
があろう。
ある材料がリサイクルプロセスまたはリカバリー
プロセスにおいて廃棄物でなくなったら、直ちに
REACH 要件に適合しなければならないが、その例外
も幾つかある。あいにくこれが書かれた時点では、特
定の金属スクラップを例外として、廃棄物が廃棄物
でなくなる段階について明確な定義は利用できなか
った(指令2008/98/ECの下で特定タイプのスクラッ
プ金属がいつ廃棄物でなくなるかを決定する基準を
定める2011年3月31日付理事会規則(EU)333/2011)。
加盟国は、廃棄物はいつ廃棄物でなくなるかをケー
スバイケースで決めることができ(廃棄物枠組指令 6
条4項参照 15)､あるいは将来特定の材料について廃
棄物の状態の終了に対する基準が策定されるだろ
う。
ある特定の廃棄物がいつ廃棄物でなくなるかの定
義に対する基準は、WFD6条1項に示されている。例
えばリサイクルされたPVCに含まれるDEHPに関する
認可決定において、
リサイクル材料はWFDに従い廃
棄物でなくなったと結論付けられた。
REACH 2条7項(d) に従い､回収された材料は次の両
方の条件を満たす場合は、登録､情報伝達および評
価を免除される。

•
•

既に登録された物質と同じ物質であること。
回収された物質に対してREACH 31条または32条
に従う十分な安全情報が得られること。

つまり回収された材料について、製造者/輸入者は
原料物質が既に登録されていることを保証し、有害
な物質に対してはSDSまたは有害でない物質に対し
てはSDSに準じた安全情報が、
この回収された材料
の回収企業もしくは組織に提供されなければならな
い。
リカバリープロセスがREACHの下での義務を制限す
ることもある。
これは例えばリカバリープロセスが終
了して回収された製品が成形品とみなされる場合で
ある。登録は物質のみに関わるのであるから、
このよ
うなケースでは登録する必要がない（当該成形品か
ら意図的に放出される物質を除く）。
しかし製造者ま
たは輸入者は､該当する場合は、33条など他の義務
を履行しなければならない。
ただし、物質が REACH 認可リストに収載されている
場合は、
リサイクルもしくは回収された材料におい
て使用される物質に対する義務が適用される(5.11章
「認可手続」参照)。
この規定により、
リサイクル企業
は、EU市場に上市したいリサイクル材料に含まれて
いる物質を使用するための 認可プロセスを経なけ
ればならない。認可は、便益がリスクを上回り、かつ
より安全な代替物が経済的 および 技術的に実現可
能ではないことを申請者が証明できる場合のみ付与
される。
リサイクルPVC中のDEHPに関する初めてのケースで
は、そのような 証拠を準備することの規定 は非常に
困難であり多大な努力を要することが明らかとなっ
た。
注意
この義務の履行は極めて難しいと考えられる。な
ぜなら成形品の生産者とリサイクル業者との間の
情報伝達チェーンはたいてい途切れているからで
ある。詳細については付属書 L7「交換部品および
使用済み部品に関するポジションペーパー｣参照。

REACH 2条2項は、2006/12/ECに準拠しているが、
これは2010 年
12月12日に廃止され、指令2008/98/EC(廃棄物枠組指令)に置き
換えられた。
15
廃棄物枠組み指令の手順に基づきEUレベルで基準が設定されて
いない場合、加盟国は汚染物質の閾値を含む詳細な適用条件に
ついて基準を設定することができる。
14
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注意
「不純物｣は登録する必要がなくても、ばく露シナ
リオ､SDSおよびその他のリスク評価において考慮
されなければならないことは特に注意を要する。
UVCB物質（組成が不明または不定の物質、複雑な反
応生成物および生体材料）は､組成が不定であって
も､有害特性が著しく異ならず同じ分類であることが
保証されるならば､REACHの下で単一の物質として
登録できる(REACH備考45)。そのようなケースでは、
製造者または輸入者はREACH 2条7項(d)に従う免除
を使用できない。
ECHA廃棄物と回収物質に関するガイダンス第2版
(2010年5月)付属書1 には､回収される材料の具体的
な流れが掲載されている。
これは回収される材料を
登録すべきか否かを決定するときに助けになろう。

» 5.13 REACHと廃棄物 –自動車業界に与える影響

その他の免除は､プロセスにおいて意図せずに回収
される物質を含む。つまりプロセスが､回収される材
料に対して意図していない成分（意図的または非意
図的に混入）を含むポリマーなどの材料を回収する
ように設計されている場合、
これらの成分は重量比
20%を下回るときは不純物とみなすことができる。
こ
のようなケースでは、
これらの成分はそれら自体で
別途登録を要しない。回収される材料が特定の成分
が存在するために意図的に選択されるときは、
この
成分はたとえ重量比20%を下回っても独立の物質と
みなされる。PVCに含まれる難燃剤がその例である。
このケースでは当該成分が以前に登録されていな
ければ、登録義務を課せられよう。
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5.14 REACH執行

REACH 126条の規定により、各加盟国は所管当局
(CA)を任命して、執行のための適切な管理システム
を維持しなければならない。加盟国は2008年12月1
日までに執行体制を整え、違反に対し
「効果的でつり
合いの取れた、抑止的な」罰則を規定することが要
求された。
執行に関して、加盟国、欧州化学物質庁 (ECHA) お
よび 欧州委員会は、調和した執行 プロジェクトおよ
び査察レベルを調整する
「執行情報交換フォーラム」
を設立する。

AIG ON REACH 4.0

REACH執行プロジェクトに関する詳細な情報は、次
のURLでECHAウェブサイトからダウンロードできる。
https://echa.europa.eu/de/about-us/who-we-are/
enforcement-forum/forum-enforcement-projects.
加盟国におけるREACH制裁措置の詳細については、
付属書 F参照。

REACH-EN-FORCEプロジェクトの結果に基づく
自動車業界に対する推奨事項
もしまだであれば、企業内外に貴社のすべての供
給者との情報伝達体制を構築する(5.5.1章「サプラ
イチェーンとの情報伝達の仕方｣参照)。
• 企業内プロセスをチェックして貴社のすべての供
給者からREACH適合SDSを受領できるようにする。
例えば供給者契約に当該条項を盛り込む。
• 入手したすべてのSDSおよびその他のREACH関連
情報を保存するためのデータベースまたは他の
保存システムを確保する(物質および混合物に対
するすべてのSDSは回覧されるEEA加盟国の言語
で入手可能でなければならない)。
• すべての関連情報が保存され、最後の製造/輸入/
供給から少なくとも10年間はいつでも利用できる
ようにする。
• 受領したSDS/ext-SDSを内容の整合性/妥当性お
よび構成に関してチェックする(5.6.2章参照)。作業
方法がSDS/ext-SDSおよび添付されたばく露シナ
リオで規定された内容と合致しているかチェック
する。
• 最初の供給時またはSDS/ext-SDSに変更がある都
度、貴社の顧客がSDS/ext-SDSを受け取れるよう
にする。
• 顧客に成形品中の重量比0.1%を超えるCL物質
について知らせる(REACH
33条情報伝達義務）
。O5Aの原則による新しい成形品の定義を考慮する
（5.10章および付属書N参照)。

•
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5.15 ECHA ガイダンス文書のリスト

REACHガイダンス文書は法文に対する補足的情報
を提供するもので、REACHのすべての技術的側面を
網羅している。
これらの文書は加盟国当局､欧州委員
会､NGOおよび業界の支援と支持を受けて作成され
た。それゆえ企業および当局は､それぞれのREACH
義務の履行に関してアドバイスを必要とするときは、
ガイダンス文書を主要な資料として用いるべきであ
る。

最終的なガイダンス文書はすべて､次のURLでECHA
ウェブサイトからダウンロードできる。 https://echa.
europa.eu/guidance-documents/
詳細については付属書G「当局のヘルプデスクと情
報ツール｣参照。

注意
»» REACH ガイダンス文書は変更されることがあ
り、法的拘束力を持たない。
»» ガイダンス文書は法的拘束力はないが、国家/
地方司法機関によって使用されることがある。

GUIDANCE FOR
ANNEX V

GUIDANCE ON
REGISTRATION

GUIDANCE FOR
MONOMERS
AND POLYMERS

GUIDANCE ON
DATA-SHARING

...

GUIDANCE
ON PRIORITY
SETTING FOR
EVALUATION

GUIDANCE ON
WASTE AND
RECOVERED
SUBSTANCES

GUIDANCE FOR
DOWNSTREAM
USERS

» 5.15 ECHA ガイダンス文書のリスト

GUIDANCE ON
INTERMEDIATES
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に推奨する手順で進むべきである。AIG推奨事項は
それぞれ企業ごとに解釈できるように十分一般的に
書かれていることに留意されたい。詳細なリストが
付属書 C「5段階REACH適合スケジュール」にExcelフ
ァイルで掲載されている。

AIG ON REACH 4.0

AIG1～5章の結果を考慮して、自動車業界がREACH
における義務を履行するために、以下のステップと
タスクが推奨される。
これらの義務は自動車業界の
供給者に対しても車両メーカーに対しても同じなの
で、サプライチェーンに沿ったすべての企業は以下

以下のチャートは3章に示したチャートをベースにしている。

2009

2010

2011
2012

2013

2008

2009

2010

2011

物質の製造、使用または上市の制限（68条）
2012

付属書XIVに従う認可要件求

2013

2014

成形品中の候補リスト物質をECHAに届け出る
（７条2項）

成形品中に存在する認可候補リスト物質を川下ユーザー/消費者に伝達する
（33条）

年間１トンを超える非段階的導入物質と非予備登録物質の登録

年間1トンを超える段階的導入物質の登録

年間100トンを超える段階的導入物質の登録

予備登録

年間1000トンを超える段階的導入物 質、CMR､100トンを超えるR50/53､認可対象物質の登録

ステップ5：データ保存保管

ステップ4：用途のチェック

2015
2016

候補リスト
（改訂版）

2017

2015

2016

2017

認可リスト[付属書XIV]（改訂版）

7条2項に従い成形品に含まれている物質をECHAに届け出る。

2014

関係物質が自社の用途で登録されているかチェックする。

ステップ3：安全データシート、
リスク管理措置、ばく露シナリオ

ステップ2：危険/有害物質に対するタスク

供給者に登録する意思がなければ、次のステップ/対策を決める。

貴社の用途を登録する意思について問い合わせた書状に対する供給者の応答を追跡する。

ステップ1：インベントリーと関連活動

2008

2018

2018

REACH

» 第6章： AIG 5段階REACH適合スケジュール

2007

REACH発効

2007

AIG 5-Steps
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付属書リスト

このガイドラインでは各章で追加文書の番号が指示されているが､これらの文書は内容を明確にするのに役立
ち、
日常業務を単純にするツールとして用いられる。
以下にこれらの文書のリストを掲げる。
これらの文書をダウンロードするためには、付属書を選択してクリック
する。 そうするとZipファイルの中にあるこれらの文書を見ることができる。再度ダウンロードするためには、
www.acea.be/reach/publications/Guideline をクリックする。
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