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REACH のデータ共同提出及びデータ共有に関する委員会施行規則の公布 
2016 年 1 月 7 日 

 
2016年 1月 6日にREACHのデータ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) 

が欧州官報で公表された。1)  
 

改正の主旨： 

REACH におけるデータの共同提出及びデータ共有の合意における不公平を改善するための改

正が行われた。 

この改正の検討においては、REACH の第 11 条(1)、第 19 条(1)、第 27 条(3)及び第 30 条(1)に従っ

た情報の共有と共同提出に関わる費用が公正で、透明性がありかつ非差別的な仕方で決定される

ことを目的に、以下の対応が必須であると判断された： 

・REACH の再 27 条(3)及び第 30 条(1)に従って、管理費用と情報要求事項に関する費用は、その

費用が本規則の下での登録のために提出が義務付けられる情報に関係する場合だけ共有される

ことが明確にされる。又、試験を含まない REACH の情報要求事項を満足させる費用もこれに

含まれる。 

・透明性があり、効率的な仕方でデータが共有されることを保証するために、データを共有する

すべての合意はすべての関連する費用が明確に記載され特定される仕方で作成される。 

・データを共有する費用が正当化され、データ共有の合意への参加者の間で適切に配分されるこ

とを確実にするために、発生した費用及び受理された報酬の年次記録が関係者によって保管さ

れる。 

・データ共有の合意にはすべての関連する費用を共有するためのモデルを含む。 

他の登録者が後の段階でその合意に参加する場合に、個々の登録者が支払う費用の分担の潜在

的調整を可能にするために、個々の費用分担のモデルにおいて償還の仕組みを想定する。 

・本規則の施行日に既に存在しているデータ共有の合意の参加者に不必要な管理負担が課せられ

ないことを保証するために、これらの参加者は償還の仕組みを含める義務を差し控えることが 

 許される。 

・一物質、一登録の原則が、REACH の下での同一物質に関するすべての情報の提出が、本規則の

下での同じ登録の一部であることを保証する庁の役割に重点を置くことによって強化される。 

・脊椎動物における試験が登録のために要求されない場合、その登録の関係者は同一の物質のそ

の他の登録者とデータを共有することを義務付けされないことが明確にされる。 

・一物質、一登録の原則との一貫性を保証するために REACH における情報の単独提出は依然と

してその物質の既存の登録の一部であることを庁は保証する。 

以上の検討によって本改正委員会施行規則が制定された。 

 

 

以下に条文の全訳(仮訳)を添付する。 
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(仮訳) 

第 1 条 
主題 

本規則は規則(EC) No 1907/2006 の下に情報の共有及び関連費用が要求される合意への参加者に対

する明確な任務及び義務を規定している。 

 

第 2 条 
透明性 

１．同一物質の多様な届出者又は SIEF の参加者は規則(EC) No 1907/2006 の下における自らの 

義務に従って情報を共有する義務を負う場合、彼らはその情報の共有に関して合意に達する

ためにあらゆる努力を払うものとする。本規則に従う者又は法人だけに関わるデータ共有の

合意は、すべての参加者に対して明確で理解でき、以下のセクションを含むものとする： 

(a) 個々のデータ項目の費用を含めた、共有されることになるデータの明細書、個々の費用が 

それに対応する規則(EC) No 1907/2006 における情報要求項目を示している記述及び共有

されることになっているデータがその情報要求項目を満足する方法の正当化 

(b) そのデータ共有の合意に適用される規則(EC)No 1907/2006 によって要求されるデータ共

有の合意及び同一物質の登録者の間での情報の共同提出(これ以降「管理費」と呼ぶ)を作

成し管理するすべての費用の明細書及び正当化 

(c) 償還の仕組みを含むものとする、費用分担のモデル 

 

2. データ共有の合意が既に本規則の施行日に存在している場合、その合意への参加者は、全員の

合意により、パラグラフ 1 のポイント(a)及び(b)に記載されているデータの明細を作る自らの義

務を差し控えてもよい。 

規則(EC) No 1907/2006 の第 27 条及び第 30 条に従って共有されることになる試験又は一連の試

験を要請する、データ共有の合意が前の登録者によって既に合意に達している物質の潜在的登

録者は、前の登録者に対して既存の免除措置に対する署名した承諾を提供していなければ、そ

の既存の免除措置によって拘束されないものとする。そしてパラグラフ 1 のポイント(a)及び(b)

に記載された明細書を要請する権利を有するものとする。 

その様な要請がなされる場合、その前の登録者は以下のことを行うものとする： 

(a) パラグラフ 1 のポイント(a)及び(b)に記載されている本規則の施行日以降に発生したすべて

の関連する費用の明細書を作成する； 

(b) 規則(EC) No 1907/2006 の第 30 条(1)に従って要請される、本規則の施行日前に完了している、

すべての試験の費用の証明書を提供する； 

(c) 管理費及びポイント(b)に包含されていない試験費用を含めて、パラグラフ 1 のポイント(a)

及び(b)に記載されている本規則の施行日前に発生したすべてのその他の関連する費用の明

細書を提供するためにあらゆる努力を払う。 

費用の明細書は遅滞なくその潜在的登録者へ提供されるものとする。 
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3. 同一物質の登録者が規則(EC) No 1907/2006 に従って情報を共有しそれを共同で提出している

場合、自分たちのデータ共有の合意の運営に関して発生したすべての毎年の追加費用を文書化

するものとする。 

年次の文書にはパラグラフ 1 で示されたセクション及び、償還の仕組みの目的のために、 

新しい登録者から受理したいかなる報酬の記録も含むものとする。 

本規則の施行前に発生した費用又は受理された報酬の詳細な文書が不在の場合、合意への参加

者は、その合意が開始された以降の毎年のその様な費用及び報酬の裏付けを照合し、又は最適

な概算を行うためにあらゆる努力を払うものとする。 

その様な年次の文書は、ある試験の最新の提出の後に最低限 12 年の間、その登録者によって保

管され、妥当な時間内に当該データ共有の合意への何らかの参加者からの要請に基づき、該当

する登録期限に関する要求事項を十分に考慮して、無償で利用可能とされるものとする。 

 

第 3 条 
一物質、一登録 

1. 規則(EC) No 1907/2006 の第 11 条(3)及び第 19 条(2)を侵害することなく、庁は同一物質のすべ

ての登録者は本規則の下でのその同じ登録の一部であることを保証するものとする。 

 

2. 庁が既に登録を受けている物質の潜在的登録者が、規則(EC) No 1907/2006 の第 27 条(6)及び第

30 条(3)に従って要求される情報を参照することを許可する場合、庁はその潜在的登録者に 

よるいかなる情報の提出も、その物質の既存の共同提出の一部であることを保証するものと

する。 

 

3. 規則(EC) No 1907/2006 の第 26 条又は第 29 条の下に、潜在的登録者が自分の義務に応じて、 

自己の登録の目的のために脊椎動物に関する試験を共有することを要求されていないことを確

かめている場合、その潜在的登録者は、本規則の第 10 条(a)における関連する情報のすべて又は

一部を単独で提出するために、第 11 条(3)又は第 19 条(2)を行使する道を選んでもよい。 

その様な場合、その潜在的登録者は自分の決定をその物質の前のすべての登録者に通知するも

のとする。その潜在的登録者は、規則(EC) No 1907/2006 の第 11 条(3)又は第 19 条(2)に従ってな

された、この独立した提出が、相変わらずパラグラフ 1 に従ってその物質のための既存の登録

の一部のままであることを保証する庁にも通知するものとする。 

 

第 4 条 
公正さと無差別 

1. 規則(EC) No 1907/2006 の第 27 条(3)及び第 30 条(1)に従って、いかなる物質登録者も、 

本規則の下での自分の登録要求事項を満足させるために、その様な登録者が庁に提出する義務

が課せられている情報の費用を共有することだけが要求されるものとする。 

 

2. 後半にそのデータ共有の合意に将来の登録者が参加する可能性を含めて、第 2 条(1)(c)におい 
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て言及されている費用分担のモデルはその物質のすべての登録者に適用されるものとする。 

その費用分担のモデルは、潜在的な物質評価の決定に起因する何らかの費用を共有する特別 

な物質規定のすべての登録者のために含まれるものとする。 

以下の要因は特別な費用分担モデルに関する合意においても考慮されるものとする：その物質 

に対して登録すると推定される潜在的登録者の数；及び潜在的な物質評価の決定に起因するも

の以外の、その物質に対する将来の追加情報要求の可能性。 

費用分担モデルが、潜在的な物質評価の決定に起因するもの以外の、その物質に対する将来の

追加情報要求の費用を包含する可能性を含む場合、この可能性はそのデータ共有の合意におけ

るその他の費用とは別個に正当化され示されるものとする。 

物質の同一性を確立する目的のための情報収集は前の登録者及び潜在的登録者の間でのいかな

る費用分担の対象ともなるべきではない。 

 

3. 規則(EC) No 1907/2006 の第 27 条及び第 30 条に従って、データ共有の合意への参加者がその

様な費用分担のモデルに同意できない場合、個々の参加者は自分たちの参加に対して要求さ

れる費用の均等な分担を支払うものとする。その様な支払われた費用の一部の償還は、ある

償還の仕組みがパラグラフ 4 の最初のサブパラグラフに従って合意されている場合にもまだ、

発生するものとする。 

 

4. 第 2 条(1)(c)において言及されている償還の仕組みは、すべての費用分担モデルにおいて想定 

され、潜在的登録者が将来の合意に参加する場合に支払われる費用分担の個々の参加者への均

等な再配分の方法を含むものとする。 

その償還の仕組みは以下の要因も考慮するものとする：潜在的な物質評価の決定に起因するも

の以外の、その物質に対する将来の追加登録要求の可能性；及び償還の費用が払い戻される額

よりも高い場合のある償還の経済的実行可能性。 

 

5. データ共有の合意が本規則の施行日に既に存在している場合、その合意への参加者は、全員の

合意により、自分たちの費用分担のモデルに償還の仕組みを含める義務を差し控えてもよい。 

既存のデータ共有の合意に参加する意向がある潜在的登録者は、前の登録者に対して既存の免

除措置に対する署名した承諾を提供しなければ、その既存の免除措置によって拘束されないも

のとし、本規則に従った費用分担のモデルの中に償還の仕組みを含ませる権利を有するものと

する。 

 

6. 規則(EC) No 1907/2006 の第 50 条のパラグラフ 2 又はパラグラフ 3 に従って、自分の活動を停

止したいかなる登録者も、本規則の第 50 条(4)に従って物質評価の決定に起因する費用を分担す

ることをまだ要求されることもある。 
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第 5 条 
紛争の解決 

1. REACH 規則の第 27 条(5)及び第 30 条(3)に従ってデータ共有の紛争を解決する場合、庁は本規

則の第 2 条、第 3 条及び第 4 条に規定された義務への参加者の順守を考慮する。 

 

2. 本規則は欧州連合の競争法の十分で完全な適用を侵害することなく運用される。 

 

第 6 条 
施行 

本規則は、欧州官報におけるその公表後、20 日後に施行されるものとする。 

本規則は、すべての加盟国に全体的に及び直接的に拘束を持つものとする。 

2016 年 1 月 5 日 ブリュッセルにて作成 

欧州委員会議長  Jean-Claude JUNCKER 
 

 

参考文献 

1) COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint 

submission of data and data-sharing in accordance with Regulation (EC) No 1907/2006 of the 

European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and 

Restriction of Chemicals (REACH) 

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_003_R_0006&from=EN> 

 

 

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、上記原文でご確認ください。 

 

免責事項  ： 

本書の情報は、ご利用者が本情報を使用して行う一切の行為について、翻訳の著者並びに発行

元は、何ら責任を負うものではないことをお断りしておきます。また、いつ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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