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REACH-IT の追加 Q&A (2016 年 3 月) 
                                                             2016 年 3 月 11 日 
 

REACH-IT   Q&A 
Unique ID                         項   目                                     頁 

REACH-IT Registration 

[1169] 提出時に連帯提出を要求されてビジネス規則の確認に不合格の場合の対処 2 

[1170] 一物質、一登録原則(OSOR)の下での登録一式文書更新に対する制約内容 3 

[1171] 脱会(opt-out)のやり方             5 

[1172] 登録済物質に対して多数の個別の登録がある場合の一式文書更新のやり方 6 

[1173] 自分たちの共同提出とは別に同一物質、同一登録種類の共同提出が 

存在する場合の登録更新のやり方 7 

[1174] 同じ物質及び同じ登録の種類に別の登録者が存在する場合、 

EHCA による一式文書更新の要請への対処方法  8 

[1175] 別の会社によって既に登録されている物質の登録の取り進め方 9 

[1176] データの共同提出及び/又は費用分担について先導登録者と合意できない 

場合の対処方法  10 

[1177] 完全な脱会の一式文書提出時に先導登録者が私の共同提出への 

アクセスを許さない場合の対処 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2016 年度 REACH-IT  Q&A における改訂履歴) 
新規追加 Q&A (Version 1.0) 
2016 年 3 月 4 日：[1170]、[1172]、[1173]、[1174]及び[1175] 
2016 年 3 月 8 日：[1176] 
2016 年 3 月 9 日：[1169]、[1171]及び[1177] 
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REACH-IT Registration 

(原文) 

[1169] My submission failed business rules verification, stating that I should submit my registration 

jointly. What does this mean and how can I solve the issue? 

 

Following the entry into force of the ‘Commission Implementing Regulation (EU) 2016/9 on Joint 

Submission of Data and Data Sharing’, new checks were put in place to ensure that submissions are 

in line with the ‘one substance, one registration’ (OSOR) principle. OSOR further clarifies that there 

can only be one joint registration per substance per registration type (full or intermediate). 

Furthermore, if an active joint submission (where the lead registrant has successfully submitted the 

lead dossier) already exists for the substance, registrants with the same type, but outside of the joint 

submission are blocked from being able to update their dossiers. 

 

 Therefore, the Agency suggests that you take the following steps: 

 > Find your co-registrants. 

 > Establish substance sameness and negotiate on data sharing. 

 > For the scenarios described in QA 1171, you can partially or fully opt-out from information 

submitted jointly by your co-registrants. However, your submission still has to be in the 

framework of the joint submission. Therefore, certain administrative fees may be applicable 

towards the joint submission. 

> If you cannot agree on the data and cost sharing, you can lodge a data-sharing dispute with 

ECHA. The dispute mechanism is to be used as a last resort and you will need to demonstrate that 

you have made all efforts to reach a voluntary agreement. 

> If you wish to submit a partial or full opt-out, but cannot come to a voluntary agreement with the 

lead registrant on the conditions for joining the joint submission, you can also use the above-

mentioned dispute mechanism. 

REACH-IT 

REACH-IT Registration 

Version 1.0  

Latest update 09/03/2016 

(仮訳) 

[1169] 登録を連帯して提出するべきと告げられて、自分の登録提出はビジネス規則の 

確認に不合格であった。これはどんな意味で、私はこの問題をどのようにして解決できる

のか？ 

 

データの共同提出及びデータ共有に関する委員会施行規則(EU) 2016/9 の施行に続いて、 

http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/1171
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提出が一物質、一登録原則(OSOR)に従っていることを確実にするために新しいチェックが 

導入された。OSOR は登録種類毎の、物質毎の共同登録(完全又は中間体)は一つしか存在

できないことを更にまた明確にしている。その上、機能している共同提出(先導登録者が先

導者一式文書の提出に成功している場合の)がその物質に対して既に存在している場合、 

同じ種類であるがその共同提出外からの登録者は自分の一式文書を更新することが妨げら

れる。 

 

それ故、庁は以下のステップを踏むことをあなたに提案する： 

> 自分の共同登録者を探す。 

> 物質の同一性を確立しデータ共有に関して交渉する。 

> QA 1171 で述べられているシナリオに対しては、あなたは自分の共同登録者によって 

 共同で提出された情報から部分的に又は完全に脱会することができる。しかしながら、

あなたの提出はそれでもまだその共同提出の枠組み内に置かれなくてはならない。それ

故、ある管理手数料がその共同提出に対して適用されることもある。 

> データと費用分担に関して同意できない場合、ECHA にデータ共有の紛争を申し立てる 

  ことができる。その紛争(解決)の仕組みは最後の手段として使用されることになって 

おり、自主的な合意に達するためのすべての努力を自分が果たしたことを証明する必要 

がある。 

> 部分的又は完全な脱会を提出することを望むが、その共同提出への参加のための条件に 

 ついてその先導登録者と自主的な合意に至ることができない場合、上述の紛争(解決)の 

仕組みも使用することができる。 

 

 

(原文) 

[1170] What are the constraints for updating my registration dossier under the ‘one substance, one 

registration’ (OSOR) rules? 

 

Your possibilities for updating your registration depend on your specific submission context. 

 

 If you are an individual registrant and no one else has registered the substance, you will not face 

any constraints when updating your registration. However, if there are other registrants for the same 

substance you will have to fulfil certain criteria to be able to update. 

 

 Below you can find the scenarios of your case: 

1. A joint submission exists for the same substance and same registration type and your registration 

is outside of this: You cannot update your dossier, until you join the joint submission. 

http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/1171
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2. A joint submission exists for the same substance and same registration type and your registration 

is part of it: You can update your registration without any limitation, as long as you are not 

changing the type of your registration. For intermediate joint submissions, changing your 

registration to mixed or full is only possible if there is no full joint submission already created for 

the substance, or there are no full registrations outside of a joint submission. 

3. No joint submissions exist for the same substance and for the same registration type (full or 

intermediate), but other individual registrations have been submitted: You can update your 

registration without any limitation, as long as you are not changing the type of your registration or 

until a joint submission is created. For intermediate registrations, changing your registration to 

mixed or full is only possible if there is no full joint submission already created for the substance, 

or there are no full registrations outside of a joint submission. 

REACH-IT   

REACH-IT Registration 

Version 1.0  

Latest update 04/03/2016 

 

(仮訳) 

[1170] 一物質、一登録規則(OSOR)の下に自分の登録一式文書を更新することに対する制約

は何か？ 

 

自分の登録を更新することができるかどうかは、自分に特別な提出の事情に依存する。 

 

自分が独立した登録者であり他に誰もその物質を登録していない場合、自分の登録を更新

する場合になんらの制約にも直面しない。しかしながら、その同じ物質に対して他の登録 

者が存在する場合、更新ができるためにはあるクライテリアを満足しなくてはならない。 

 

以下であなたの事例のシナリオを見つけることができる： 

1. 同じ物質及び同じ登録の種類に対してある共同提出が存在し、かつ自分の登録はこの 

 外部からのものである：その共同提出に参加するまでは、自分の一式文書を更新でき 

ない。 

2. 同じ物質及び同じ登録の種類に対してある共同提出が存在し、かつ自分の登録はこの 

 一部である：自分の登録の種類を変更しない限りにおいて、制限なく自分の登録を更新 

できる。中間体の共同提出に対しては、自分の登録を混合したもの又は完全なものに 

変更することは、その物質のために既に作成された完全な共同提出が存在しない、又は 

共同提出の外側で完全な登録が存在しない場合だけ可能である。 

3. 同じ物質及び同じ登録の種類に対して共同提出(完全な又は中間体の)が存在しないが、 
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 他の個別の登録が提出されている：自分の登録の種類を変更しない限りにおいて、又は 

ある共同提出が作成されるまでは、制限なく自分の登録を更新できる。中間体の登録に 

対しては、自分の登録を混合したもの又は完全なものに変更することは、その物質の 

ために既に作成された完全な共同提出が存在しない、又は共同提出の外側で完全な登録 

が存在しない場合だけ可能である。 

 

 

(原文) 

[1171] What is an opt-out and how is it implemented? 

 

As a registrant, you can submit information otherwise jointly provided if: 

 

> it would be disproportionately costly for you to submit this information jointly, or   

> submitting the information jointly would lead to disclosure of commercially sensitive information 

that would likely cause you substantial commercial detriment, or 

> you disagree with the lead registrant on the selection of information. 

 

If you fall under any of the above circumstances, you can decide to submit certain or all data on your 

own. These are respectively called partial and full opt-out. 

 

If you submit a dossier with an opt-out, you are still required to submit within the framework of the 

joint submission. 

 

Technical implementation of the opt-out is described in Q&A 396. 

REACH-IT   

REACH-IT Registration 

Version 1.0  

Latest update 09/03/2016 

(仮訳) 

[1171] 脱会(opt-out)とは何かそしてそれはどのように実施されるのか？ 

 

一登録者として、以下の条件の下に共同とは別の方法で情報を提出できる： 

> あなたがその情報を共同で提出することが費用面で不釣り合いに高くなる。又は 

> その情報を共同で提出することで、企業の機密情報が開示されることになり、 

 それが実質的な商業的損失を引き起こす可能性がある。又は 

> 情報の選択の関してその先導登録者と意見が合わない。 

http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/0396
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上述の状況のいずれかに該当する場合、自分自身である又はすべてのデータを提出する 

ことを決めることができる。これらは各々、部分的又は完全な脱会と呼ばれている。 

脱会して、一式文書を提出する場合、それでもその共同提出の枠組みの中で提出が要求 

される。 

 

脱会の技術的な実施は、Q&A396 で述べられている。 

 

 

(原文) 

[1172] There are multiple individual registrations for my already registered substance. Can I still 

update my individual dossier without creating/joining a joint submission? 

 

As long as your registration fulfils the criteria listed below, you are allowed to update it, even if there 

are other individual registrations in the system: 

 > There are only individual registrants and no active joint submission (for which the lead registrant 

has successfully submitted the lead dossier) exists in REACH-IT. 

 > You are not changing your registration type with your update. For intermediate registrations, 

changing your registration to mixed or full is only possible if there is no full joint submission 

already created for the substance, or there are no full registrations outside of a joint submission. 

 

Any potential or existing registrant can create and submit a joint registration. This joint registration 

will block all the individual registrants of the same substance and same registration type from being 

able to update their dossiers, until they join the joint submission. 

REACH-IT  

REACH-IT Registration  

Version 1.0  

Latest update 04/03/2016 

(仮訳) 

[1172] 自分の既に登録されている物質に対して多数の個別の登録が存在する。それでも 

私は共同提出を作成/へ参加することなく自分の個別の一式文書を更新できるのか？ 

 

自分の登録が以下にリストされたクライテリアを満足する限りにおいて、たとえそのシス

テムにおいて他の個別の登録が存在していても、一式文書を更新することが許される： 

> 個別の登録者しか存在せず、REACH-IT において機能している共同提出(その先導登録者 

 が先導者一式文書の提出に成功している場合の)が存在する。 

http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/0396
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> 自分の更新によって自分の登録の種類を変更しない。中間体の登録に対しては、自分 

の登録を混合したもの又は完全なものに変更することは、その物質のために既に作成 

された完全な共同提出が存在しない、又は共同提出の外側で完全な登録が存在しない 

場合だけ可能である。 

 

いかなる潜在的な又は既存の登録者も共同登録を作成し提出することができる。この共同 

登録によって、その登録者がその共同提出に参加するまでは、その同じ物質及び同じ登録

の種類のすべての個別の登録の一式文書の更新が妨げられる。 

 

 

(原文) 

[1173] Our registration is part of a joint submission. Parallel to our joint submission, there is another 

joint submission for the same substance and same registration type (full or intermediate). Can we 

still update our registration? 

 

We highly encourage you to start negotiating with the other joint submission on merging into one, as 

in the future it will be unavoidable. 

 

However, for the time being, you are still allowed to update your dossier without any limitations, as 

long as you are not changing the type of your registration. For intermediate joint submissions, 

changing your registration to mixed or full is only possible, if there is no full joint submission 

already created for the substance, or there are no full registrations outside of a joint submission. 

REACH-IT   

REACH-IT Registration 

Version 1.0  

Latest update 04/03/2016 

(仮訳) 

[1173] 我々の登録はある共同提出の一部である。我々の共同提出と並行して、その同じ 

物質及び同じ登録の種類に対して、別の共同提出(完全な又は中間体の)が存在する。 

それでも、我々は自分たちの登録を更新できるのか？ 

 

一つの共同提出に統合することについて、その他の共同提出と交渉を開始することを、 

庁は強く勧める。何故ならば、将来、それが避けられないことになるからである。 

 

しかしながら、それでも、当分の間、自分の登録の種類を変更しない限りにおいて、 

制限なく自分の登録を更新することが許される。中間体の共同提出に対しては、自分の 
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登録を混合したもの又は完全なものに変更することは、その物質のために既に作成され 

た完全な共同提出が存在しない、又は共同提出の外側で完全な登録が存在しない場合 

だけ可能である。 

 

 

(原文) 

[1174] ECHA has requested that I update my dossier. However, there are other active registrants 

(individual or joint submission) for the same substance and same registration type (full or 

intermediate). Can I update my dossier without creating/joining a joint submission? 

 

As a transitional measure, in REACH-IT 2.7 all the requested updates are accepted during the ‘one 

substance, one registration’ (OSOR) verification. 

 

Requested updates are submissions where the Agency has requested further information from the 

registrant, e.g. following compliance check. 

 

Once REACH-IT 3.1 is launched (early summer 2016), only requested updates following a technical 

completeness check (TCC) failure will pass the OSOR verification, should there be another active 

registration already in REACH-IT for the same substance and same registration type. For all other 

requested updates, the OSOR principles will be enforced. 

REACH-IT   

REACH-IT Registration  

Version 1.0  

Latest update 04/03/2016 

(仮訳) 

[1174] ECHA は私に自分の一式文書を更新することを要請した。しかしながら、その同じ

物質及び同じ登録の種類に対して他の機能している登録者(個別のまたは共同提出)(完全な 

又は中間体の)が存在する。私は共同提出を作成/へ参加しないで自分の一式文書を更新で

きるのか？ 

 

移行措置として、REACH-IT 2.7 におけるすべての要請された更新は、一物質、一登録

(OSOR)確認の下に受理される。 

 

要請された更新は庁がその登録者から追加情報を要求した場合の提出である。例えば、 

その後の順守チェック等。 
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REACH-IT 3.1 が発売されたら直ぐに(2016 年初夏)、もし、同じ物質及び同じ登録の種類に

対して REACH-IT において既に別の機能している登録が存在していれば、技術的順守チェ 

ック(TCC)の不合格に伴う要請された更新だけが、OSOR 確認を合格する。すべての他の 

要請された更新に対して、OSOR 原則が施行される。 

 

 

(原文) 

[1175] I would like to register a substance that is already registered by another company. How 

should I proceed? 

 

We recommend you to verify the context in which you are trying to register your substance. 

 

You can do that on ECHA’s website by searching for registered substances. 

 

Depending on the existing active registrations you will have to either join the joint submission (if a 

joint submission already exists) or form a joint submission together with the other individual (and 

potential new) registrants if no joint submission exists yet. 

REACH-IT   

REACH-IT Registration 

Version 1.0  

Latest update 04/03/2016 

(仮訳) 

[1175] 私は別の会社によって既に登録されている物質の登録を希望する。どの様に 

取り進めるべきか？ 

 

自分の物質を登録しようとしている事情を検証することを庁は推奨する。 

 

ECHA の website において、登録物質のための検索によってあなたはそれを行うことが 

できる。 

 

既存の機能している登録に依存して、あなたはその共同提出に参加するか(共同提出が既に

存在している場合)、又は共同提出がまだ存在していない場合、他の個別の(及び潜在的な 

新しい)登録者と一緒に共同提出を形成するかのいずれかを行わなくてはならない。 

 

 

 



 10 

(原文) 

[1176] I could not come to an agreement with the lead registrant of the joint submission on data 

and/or cost sharing (see QA 1171). How can I proceed? 

 

You can decide to partially or fully opt-out from the joint submission. 

 

You will have to include the relevant data in your member dossier for those endpoints you wish to 

opt-out for. 

 

An opt-out (partial or full) does not allow to submit a registration dossier outside of the joint 

submission. Therefore, you are required to submit your dossier within the framework of the joint 

submission. 

 

Even if you fully opt-out, you can still be requested to participate in the cost sharing of the relevant 

administrative fees associated with the management of the joint submission. 

REACH-IT   

REACH-IT Registration 

Version 1.0  

Latest update 08/03/2016 

(仮訳) 

[1176] 私は先導登録者と、データの共同提出及び/又は費用分担(QA1171 参照)について 

合意することができなかった。私はどのように取り進められるのか？ 

 

あなたはその共同提出から部分的又は完全に脱会することを決心することができる。 

 

自分のメンバーの一式文書における自分が脱会を望む評価項目(endopoints)のための 

関連データを含めなくてはならない。 

 

脱会(部分的又は完全な)では、共同提出の外の登録一式文書を提出することが許され 

ない。それ故、あなたは共同提出の枠組みの中で自分の一式文書を提出することが要求 

される。 

 

完全な脱会をしたとしても、それでもまだあなたは、その共同提出の管理に関わる関連 

する管理手数料の費用分担に参加することを要求される可能性がある。 
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(原文) 

[1177] I would like to submit a dossier containing a full opt-out, but the lead registrant does not 

provide me access to the joint submission . How can I proceed? 

 

If your specific circumstances are as described in QA 1171 , and you decide to submit your dossier 

as a full opt-out, you will need access to the joint submission (i.e. the name of the joint submission 

and the token from the lead registrant). 

 

If you are not able to agree on this with the lead registrant, you can lodge a joint submission dispute 

with ECHA. 

 

More information on disputes regarding data sharing and joint submission can be found at: 

http://echa.europa.eu/support/registration/working-together/data-sharing-disputes/data-sharing-

disputes-in-practice. 

REACH-IT   

REACH-IT Registration 

Version 1.0  

Latest update 09/03/2016 

(仮訳) 

[1177] 私は完全な脱会を含む一式文書を提出したい。しかし、その先導登録者は私に 

その共同提出へのアクセスを許さない。私はどのように取り進められるのか？ 

 

あなたの特別な状況が QA 1171 に述べられているようなものであり、そしてあなたが完全

な脱会として自分の一式文書を提出することを決めている場合、あなたはその共同提出へ

アクセスする必要がある(例えば、その共同提出の名称及びその先導登録者からのトークン

(token))。 

 

あなたが自分の先導登録者と本件に関して合意できない場合、あなたは ECHA へ共同提出

紛争を申し立てすることができる。 

 

データ共有及び共同提出に関する紛争についての詳細情報は、以下で見ることができる： 

http://echa.europa.eu/support/registration/working-together/data-sharing-disputes/data-sharing-

disputes-in-practice. 

 

 

 

http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/1171
http://echa.europa.eu/support/registration/working-together/data-sharing-disputes/data-sharing-disputes-in-practice
http://echa.europa.eu/support/registration/working-together/data-sharing-disputes/data-sharing-disputes-in-practice
http://echa.europa.eu/support/registration/working-together/data-sharing-disputes/data-sharing-disputes-in-practice
http://echa.europa.eu/support/registration/working-together/data-sharing-disputes/data-sharing-disputes-in-practice
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上記翻訳は原文の内容を正確に反映するように努力いたしましたが、疑義がある場合、 

正確な解釈については、原文でご確認ください。 

原本の情報源：Source: European Chemicals Agency, http://echa.europa.eu/ 

Questions and Answers  

http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas 

 

上記の翻訳は、ウェブサイト：http://echa.europa.eu/で見出される欧州化学品庁によって公

表された正本の Q&A の実用上の翻訳(working translation)である。 

 

 

本情報の内容は、ECHA の Q&A の内容に基づいておりますが、ご利用者が本情報を使用 

して行う一切の行為について、著者並びに発行元は、何ら責任を負うものではありません 

ことをお断りしておきます。また、いかなる場合においても、著者並びに発行元はご利用 

者が本情報を使用して被った損害、損失について、何ら責任を負いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 
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