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REACH執行プロジェクトの今後と最新の報告 

2015 年 12月 14日 

 

2015年 11月 10日の ECHA プレスリリースにおいて、2016 年及び 2017 年の REACH執行プ

ロジェクト(REACH-EN-FORCE Project)の計画が公表された。 

REACH 執行に関する情報交換のフォーラムは、2015年 11月の会議において 2016年及び 2017年

のための２つのプロジェクトを決定した。 

2016年におけるパイロットプロジェクトは化学品のインターネット販売に重点的に取り組む予定

で、物質及び混合物がインターネットにおける販売で提供される場合の法的規定(例 適切な情報

の顧客への提供)が適合されていることを取り締まる意向である。 

2017年におけるパイロットプロジェクトは REACH におけるアーティクル中の物質に関する規定

の執行に重点的に取り組む予定である。フォーラムは REACH第 7条(2)及び第 33条の下における

義務を明確にした最近の欧州裁判所の判決(2015年 9月 10日の C-106/14)に従った規定に適合した

取締りを行うことを確約している。 

フォーラムは拡張 SDS、ばく露シナリオ、リスクマネジメント措置及び操作条件に関連する義務

に重点的に取り組むこの第 5回の調和化された REACH執行プロジェクトの範囲も特定した。こ

のプロジェクトは 2017年に実施され、一次レベルの供給者(例 製造者又は輸入者)、サプライチ

ェーンにおける行為者(例 流通業者)及び実際の使用者(例 調整者又はエンドユーザー)の義務

を包含するサプライチェーン全体に取り組む。そのプロジェクトのための査察官を更に育成する

ために、2016年における取締り指導者のためのフォーラムの年次訓練は、拡張 SDS にも重点的に

取り組む予定である。 

フォーラムは又、認可を受けた利害関係者団体との 2015 年度の公開審議を 11月 5日に開催し

た。この時のプレゼン資料は、ECHAのフォーラムの公開審議のwebsiteにおいて公開されている。

フォーラムはそこで液状の洗濯洗剤カプセル規則への順守の業界イニシャティブ、金属業界にお

ける一式文書及び中間体使用での情報要求の執行を含めた議題を提示した。 

 

更に、最新情報として2015年12月10日にECHAは第3回REACH執行プロジェクト

(REACH-EN-FORCE 3；2013年及び2014年における査察プログラム)の最終報告書を公表した。 

今回の報告において特に注目すべきは、今回高い非順守率を示したORの義務について立法者であ

る欧州委員会に対して義務の明確化を求める勧告をしていることである。これに関連して、今後、 

ORと輸入川下ユーザー(輸入DU)の間の情報交換の文書化とその保管管理が規制強化される可能

性がある。 

 

ECHAのプレスリリースの概要説明を以下に紹介する。2013年から2014年において28ヶ国の所

管当局が1169企業及び5746物質の査察を実施したこのプロジェクトにおいて、全体として、企業

の13%がなにかしらの登録義務を満足していなかった。これらの大部分において、その非順守企

業はその製品ラインから１又は２物質に関する登録義務を怠っていたのであって、まったく物質

を登録していなかったのは2%の企業であった。輸入DUの代わりに物質を登録するOR(唯一の代表
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者)は、他の登録者よりももっと多くREACH関連義務を違反しているようであった。複数の加盟

国を含むサプライチェーンの熱心な調査が、104のORを調査して実施された。それらの3分の

1(32%)がREACH第8条に記載されているOR特有の情報義務に順守していなかった。ORと輸入DU

の間のサプライチェーンにおける情報の流れも乏しいものであった。個々の輸入者が正確なORを

特定できず、そのORは代表している輸入者の信頼できる記録を保管していなかったことから、サ

プライチェーンの構造をはっきりさせることはしばしば困難であった。「ORと輸入者に関するこ

の高い非順守率は、これら企業とその利害関係者団体によって取り組まれる必要がある。私は登

録義務が正確に特定されるように、EU/EEAにおけるすべての輸入者に対する毎年の輸出量がその

ORに知らしめるように第三国の輸出企業に強く勧告する。」とECHA長官のGeert Dancetは述べて

いる。 

このプロジェクトは参加 28 ヶ国における執行当局が関税と効果的な協力関係を構築しているこ

とを証明した。この協力によって執行当局はその定常的な REACH 義務の査察において個々の 

税関申告からのデータを活用することができた。執行当局及び税関は将来においてもこの種の 

協力を継続することが奨励された。 

 

本報告書にある結論と各組織(各国の執行当局、フォーラム及び欧州委員会)への勧告の内容を 

以下に紹介する： 

結論 

第3回REACH執行プロジェクトは.2013年及び2014年において査察を受けた企業の13%が

REACH登録義務を順守していないことを示した。 

このことはREACHの施行以来の長年を考慮すると非常に高い非順守率として見なされる必要が

ある。しかしながら、法令への組織的違反の兆候はなく、特定されたその物質を少しも登録して

いない「ただ乗り行為」の数は低い。 

又、輸入企業にも更なる注意が向けられる必要があると考えられた。 

最終的に、本プロジェクトは、OR をその登録義務への非順守の明確な危険性がある集団として特

定した。本プロジェクトのフェーズ 2の間の詳細調査は事例の 32%において順守していないこと 

を明らかにした。 

情報連鎖(輸入DU、OR、非EU製造者)を調査した時点で、ORによってカバーされている輸入DU

における情報が関連するORで利用可能な情報と一致していないことを査察官が認めた不一致が

特定された。 

輸入DUとORにおける情報に対する整合性チェックがORの義務に関する第8条に関するREACHの

機能に関する結論を引き出すのに重要な取り締まりのアプローチであることが判明した。そのよ

うな調査にはORと結びついた特別な登録義務を査察するための知識基盤が必要とされる。 

将来、非順守の危険性があるこれら義務の所有者グループへ永続的で特別な注意が払われる必要

がある。 

第3回REACH執行プロジェクトは28ヶ国の参加加盟国におけるREACH執行当局が、将来において

も、REACH義務の定常的査察における個々の税関申告からのデータが使用できるようにする税関

との機能的協力を最小限度持てることを証明した。 
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執行計画及び税関情報に基づく査察は、非順守の危険性がある特定の企業を標的とする査察を 

可能とする、それ故に、非順守企業の数は以前の執行プロジェクトと比較して高くなっている。 

執行プロジェクトの査察の基づく、得られた教訓と勧告は以下の通りである： 

1. 加盟国執行当局への勧告 

1.1. 2018年のREACH登録期限を特に考慮して、加盟国の定常的査察手段おいて登録義務の 

順守チェックを含める。 

1.2 登録義務に関してのチェックのための加盟国査察手段において輸入者(及びその関係するOR)

に関するチェックのための税関データ/情報の定常的使用を導入する 

1.3. 輸入DU及びそれに対応するORからの査察結果の共有されたデータベースへの入力をすべて 

の加盟国が提供する。このデータベースはすべてのNEA(National Enforcement Authorities)に 

アクセス可能とされすべてのNEA(例 Portal Dashboard NEA)によって記入されるべきである。 

1.4. 厳しい取締り措置だけを行う査察官に加えて、そのORが異なる加盟国に定住する場合でも、

証拠を収集する一方で、加盟国は自発的に、OR企業から直接、追加情報を求めるために 

輸入DUに重点的に取り組む査察官のためのオプションを与え支援するものとする。 

1.5. そのようなプラットフォームがまだ存在しない場合、NEAと税関の間で加盟国レベルでの持

続可能な協力のプラットフォームを構築する 

1.6. OR特異的な義務を包含する査察はORとその輸入DUの間の情報伝達及び相互作用の機能を重

点的に取り組むべきである。顧客リストが完成されていてORが責任のある個々の物質のため

の正確な年間トン数帯/量が記録されていることが重要である。 

 

2．フォーラムへの勧告 

2.1. NEAと協力して異なる加盟国での輸入DUとそれに対応するORの査察結果のデータベース(例 

Portal Dashboard NEAにおける)を作成し維持管理する。 

2.2. 他の加盟国からの税関情報の欠落による重要なデータ不足を理解し埋める可能性について 

  の国境を越えたパイロットの実施：加盟国2において利用可能でそこで提供される税関情報

(輸入者Aに対する輸入申告)に基づく加盟国1に定住する輸入者Aに対する査察。加盟国の規制

及びその他のEU規制(例 市場監視規則)が考慮されなくてはならない。 

2.3. REACHとの関連における(例 再輸入、輸入DU、OR)NEA及び税関の間の新しい情報を交換 

するためにDG TAXUD (Directorate-General for Taxation and Customs Union)(及びたぶんthe  

PARCSプロジェクトグループ)と協力してのセミナー/ワークショップの組織：査察チームの 

NEA/税関における作業の仕方に関するもの、PARCS内の輸入者のREACH登録義務に関する 

税関ガイドラインの作成に必要性に関するもの等。28ヶ国の参加国のすべては税関と機能的な 

基本的協力関係を構築しているので、NEAは以前より経験を積んでいる。REACH-EN-FORCE 3 

の異なる取り組みのこれらの経験が統合化されるべきである。 

2.4. 将来のワーキンググループ：運用段階開始前にアンケート調査の実施 

2.5. 将来のワーキンググループ：加盟国データにおける品質確認の実施及び品質確認に関する 

クライテリアを定義する文書作成の仕方を明確にするための報告段階の間又は初めにおけ 

るNC(加盟国当局)とのWebinar/会議の組織 
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3. 欧州委員会への勧告 

3.1. 現状の形では首尾一貫して実施、執行されるのは困難であることが証明されているので、 

規制者は第8条を再検討すべきである：輸入DU及びORの間情報の文書化された連絡/交換に

対する明確な義務を定義する。このことは以下を意味する： 

  ・輸入DUがORによって確認された年間のトン数帯を持つ関連する物質のための文書を保管

する義務(例 関連するORからの確認文書の保管)を明確に定義する；及び 

  ・そうした文書を保管している輸入DUだけが輸入者の登録義務から解除される 

ことを規定する； 

  ・ORに対して特定の物質のための輸入DUに対する登録義務をカバーしていることに関する

情報及びそのリストに従って輸入された物質の関連する年間量に関する情報(例 ORによ

ってカバーされるトン数帯)をその輸入DUに送付する新しい義務を定義する。 

3.2. 登録義務から再輸入を免除するREACH規定に依存する条件を明確にする(査察に関連した 

  実際的な実現可能性に関して)。 

3.3. 査察によりよくターゲットを絞ることができるためにすべてのREACH関連の輸入申告の 

ための単一のデータベースを構築する。現状、そのデータは加盟国税関当局によって加盟国 

毎に維持されている。それで、いくつかの国における税関当局によって管理されている場合、 

単一の義務保有者(OR)によってカバーされるすべての輸入の跡を辿るのは困難である。 

  可能な初期のステップとして、異なる加盟国における当局(執行、税関)間での特定された義務

保有者の輸入申告からの関連データの交換のための堅固な法的基礎を作成する。 

3.4. データ要求事項を変更して、ORがかれらの登録ファイルにおいてカバーされる輸入者に関す

る情報を提出するのを強制にする。このことはそのOR、輸入DU及び関係する査察官にとっ

て有用となる。それによってECHAは順守確認の間に登録ファイルにこの情報が存在するこ

とを確認することができる。 

 

4. ECHAへの勧告 

4.1. ORの義務及び輸入DUによるのと共にORによる情報伝達を要求する、OR－輸入DUのライン 

に沿った情報連鎖の首尾一貫した機能を重視するガイダンス文書の見直し。 

 

5. 産業界及び産業界の利害関係者への勧告 

5.1. ORの高い非順守率は当該産業界及び産業界の利害関係者によって取り組まれる必要がある。

本プロジェクトにおいてはORのみが最高の非順守率である。多くの場合、ORが非順守である

のは登録が不明であるのではなく、むしろORの義務に関係したREACHの第8条の違反による

ものであった。 

5.2. 輸入DUは、ORと直接、協力して、ORが第8条の下での彼らの義務に十分に順守しているこ

とを保障することが奨励される必要がある。ORの要求される登録が見つからない、有効でな

い又は自分たちに適用されないことが判明したらすぐに物質の自分たちの輸入が影響を被る

状況に陥らないために、このことは輸入DUにとって重要である。 
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5.3. 輸入者の高い非順守率は当該産業界及び産業界の利害関係者によって取り組まれる必要があ

る。輸入者は多くの場合、REACH規則の下における自分たちの登録義務に気づいておらず、

よく知らない。 

5.4. 中小企業/微小企業の高い非順守率は当該産業界及び産業界の利害関係者によって取り組ま

れる必要がある。 

5.5. 化学産業及び化学品流通分野に関係する企業の高い非順守率は当該産業界及び産業界の利害

関係者によって取り組まれる必要がある。 
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