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Import of substances into the EU 

(原文) 

[14] Should the importer always be considered as the same legal entity as the consignee stated on the 

simplified administrative document (SAD) used by the customs authorities? Does this imply that the 

consignee is considered to be responsible for registration? 

 

No. The importer is the natural or legal person established within the European Union (EU, for 

REACH and CLP also covering the European Economic Area, EEA) who is responsible for import, 

i.e. the physical introduction (of 

goods) into the customs territory of the EU (Article 3(10) of REACH). 

 

The responsibility for import depends on many factors such as who orders, who pays, and who deals 

with the customs formalities or the “INCOTERMS” 

chosen, but these might not be conclusive on their own. In many instances, the end receiver of the 

goods (the consignee) will also be the legal entity responsible for the import. However, this is not 

always the case. 

 

If, for example, you order goods from a company (Company B) established in the EU, which acts as 

a distributor, you probably do not know where the goods originate from. Company B may choose to 

order the goods from either an EU-based manufacturer or from a non-EU-based manufacturer. 

 

If the Company B chooses to order from a non-EU-based manufacturer, the goods may be delivered 

directly from them to you to save on transportation costs. If this happens, your company will be 

stated as the consignee on the simplified administrative document form and customs handling will 

take place in your country. Payment for the goods will, however, be settled between you and 

Company B. 

 

Company B should be considered the legal entity responsible for the physical introduction of the 

goods into the customs territory of the EEA (importer). 

You would then be a downstream user. The obligation to register would consequently lie with 

Company B. 

 

You, on the other hand, will have to be able to prove through documentation to the enforcement 

authorities that you are a downstream user, for example, by showing that the order was placed to the 

distributor. 
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In addition, when interpreting the term "importer" according to the REACH Regulation, it is not 

possible to fall back upon the Community Customs Code (Regulation (EEC) No. 2913/92), recast in 

Regulation (EU) 952/2013. 

REACH 

Import of substances into the EU 

Version 1.1 

Latest update 09/09/2015 

(仮訳) 

[14] 輸入者は常に、関税当局によって使用される簡易通関申告書(SAD)に言明されている 

荷受人と同じ法人として見なされるべきなのか？ このことは荷受人は登録に責任がある

と見なされることを暗示しているのか？ 

 

否、そうではない。輸入者は EU の関税自治区への(商品の)輸入、即ち、物理的導入に 

対して責任がある、欧州連合（EU は、REACH 及び CLP に対しては欧州経済地域、EEA も

含む)内に本拠地を置く自然人又は法人である(REACH の第 3条(10)。 

 

輸入に対する責任は、誰が発注するのか、誰が支払うのか及び誰が税関手続き又はイン 

コタームズ(International Commercial Terms)を処理するかのような多くの要因に依存する、し

かしこれらのことはそれだけでは決定的ではないかもしれない。多くの場合、その商品の

最終の受領者(荷受人)も又その輸入に対して責任のある法人である。しかしながら、 

いつもそうとも限らない。 

 

例えば、あなたが流通業者として活動する EU に本拠地を置くある会社(会社 B)に商品を発

注する場合、その商品がどこから由来するかは、あなたは多分、判らない。会社 Bは EU

を拠点とする製造者又は非 EUを拠点とする製造者のいずれかの商品を発注することを 

選択するかもしれないからである。 

 

会社 B が非 EUを拠点とする製造者に発注することを選択する場合、その商品は、輸送 

費用を節約するためにその非 EU を拠点とする製造者からあなたに直接、配送されることも

ある。これが発生する場合、あなたの会社がその簡易通関申告書の書式上で荷受人として

言明され、税関の取り扱いはあなたの国で発生する。しかしながら、その商品に対する 

支払いはあなたと会社 Bの間で決着がつけられる。 

 

会社 B は、EEA の関税自治区へのその商品の物理的導入に対して責任のある法人(輸入 

者)として見なされるべきである。それであなたは川下ユーザーとなる。登録の義務は 

その結果、会社 Bに責任がある。 
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その一方、あなたは所管当局への文書によって、あなたが川下ユーザーであることを、 

例えば、その発注がその流通業者に対してなされたことを示すことによって、証明できな

くてはならない。 

 

更に、REACH規則に従った用語：「輸入者」を解釈する場合、共同体税関コード(規則 

(EEC) No. 2913/92)、即ち、規則 (EU) 952/2013における改正に頼ることはできない。 

 

 

Scope of REACH 

(原文) 

[7] Does REACH apply to substances occurring in nature or to their synthetic analogues? 

 

Yes, REACH applies both to substances occurring in nature, as defined by Article 3(39) of REACH, 

and to their synthetic analogues. 

 

 However, Annex V of REACH states that the following substances occurring in nature are 

exempted from registration if they are not chemically modified: minerals, ores, ore concentrates, raw 

and processed natural gas, crude oil and coal. These substances can only be processed by certain 

means (e.g. dissolution in water, flotation), which are specified in Article 3(39) of REACH and do 

not include chemical modification (Article 3(40)). 

 

 Other substances occurring in nature are also exempted from registration if they are not chemically 

modified, unless: 

 ≻ they meet the criteria for classification as dangerous according to the CLP Regulation 

(Regulation 1272/2008), or 

 ≻ they are persistent, bioaccumulative and toxic or very persistent and very bioaccumulative in 

accordance with the criteria set out in Annex XIII, or 

 ≻ they were identified in accordance with Article 59(1) at least two years previously as substances 

giving rise to an equivalent level of concern as set out  

   in Article 57(f). 

 

Further explanations and background information on the different exemptions in Annex V are 

included in section 2.2.3.4 - 'Substances covered by Annex V of the REACH Regulation' of the 

Guidance on registration:  

http://www.echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach 

 

http://www.echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
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 The REACH Registration Q&As provide guidance on substances occurring in nature that are 

obtained by extraction processes. 

 

 For particular guidance on polymer substances occurring in nature, see section 3.2.1.3 - 'Case of a 

natural polymer or a chemically modified natural polymer' of the Guidance for monomers and 

polymers:  

http://www.echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach 

 

 Since the synthetic analogues of naturally occurring substances do not meet the criteria for 

substances occurring in nature as defined in Article 3(39) of REACH, any manufacturer or importer 

of these substances in quantities of one tonne or more per year is required to register them. 

REACH 

Scope of REACH 

Version: 1.1 

Latest update: 09/02/2016 

(仮訳) 

[7] REACH は天然に発生する物質又はそれらの合成類似化合物に適用されるか？ 

 

そうである。REACHの第 3 条(39)によって定義されているように、REACH は天然に発生す

る物質又はそれらの合成類似化合物の両者に適用される。 

 

しかしながら、REACH の附属書Ⅴは次の様に述べている： 

天然に発生した後の物質はそれらが化学的に修飾されていない場合：即ち、鉱物、鉱石、

鉱石精鉱、原料のままの及び加工された天然ガス、原油及び石炭は、登録から免除される。

これらの物質はREACHの第 3条(39)において規定されているある方法(例えば、水への溶解、

浮遊選鉱）だけでしか加工することができなくて、化学的修飾を含んでいない。(第 3条(40)) 

 

天然に発生するその他の物質も、それらが以下の条件がなくて、化学的に修飾されていな

い場合は免除される： 

 ≻ それらが CLP 規則に従った危険性として分類されるクライテリアを満足する、又は 

 ≻ それらが附属書ⅩⅢにおいて規定されたクライテリアに従った難分解性生物蓄積性で

毒性の又は極めて難分解性で高い生物蓄積性である、又は 

 ≻ それらが第 57条(f)において規定されている同等レベルの懸念を引き起こす物質として、

少なくとも 2年前に第 59条(1)に従って特定されている。 

 

附属書Ⅴにおける異なる免除に関する詳細説明及び背景情報はセクション 2.2.3.4に収載さ

http://www.echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach


 6 

れている。－登録のガイダンスの REACH 規則の附属書Ⅴによって包含されている物質： 

http://www.echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach 

 

REACH 登録の Q&A は抽出処理で得られた天然に発生する物質に関するガイダンスを提供

している。 

 

天然に発生する高分子物質に関する固有のガイダンスについては、セクション 3.2.1.3－モ

ノマー及びポリマーのガイダンスの中の天然ポリマー又は化学的に修飾されたポリマーの

ケース を参照のこと。 

http://www.echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach 

 

天然に発生する物質の合成類似化合物は REACHの第 3条(39)において定義されている 

天然に発生する物質のためのクライテリアを満足しないために、年間 1トン又はそれを 

超えた量でのこれらの物質の如何なる製造者又は輸入者もそれらを登録することを要求さ

れる。 

 

Pre-registration 

(原文) 

[23] Is it possible to benefit from the specific provisions for phase-in substances, if the substance 

was not pre-registered by 1 December 2008? 

 

Yes. If you are a first-time manufacturer or importer, you can in principle benefit from late 

pre-registration. If this is your situation, you must pre-register within six months after the first 

manufacture or import of one up to 100 tonnes per year, and no later than 31 May 2017. 

 

Late pre-registration also applies to phase-in substances in articles imported for the first time for 

which registration is required. Only representatives are also entitled to late pre-registration if the 

substance of the non-EU manufacturer is imported for the first time in the EU (Guidance on data 

sharing, section 3.1.1). 

 

This is further described in the section “Pre-registration of phase-in substances” of the Guidance on 

data sharing in:  

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach. 

REACH  

Pre-registration 

Version 1.1  

http://www.echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://www.echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
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Latest update 09/09/2015 

(仮訳) 

[23] 物質が 2008年 12月 1日までに予備登録されていない場合、段階的導入物質に対する

特定の規定からの恩恵を受けることは可能か？ 

 

そうである。初めての製造者又は輸入者である場合、原則として、遅れた予備登録の恩恵

を受けることができる。これがあなたの場合ならば、あなたは、年間 1トンから 100トン

までの最初の製造又は輸入の後の 6ヶ月以内に、そして 2017年 5月 31日よりも遅れるこ

となく予備登録しなくてはならない。 

 

遅れた予備登録は、初めて輸入されたアーティクル中の登録が要求される段階的導入物質

にも適用される。非 EU製造者の物質が EUに初めて輸入される場合に、OR も遅れた予備

登録をする資格がある(データ共有に関するガイダンス セクション 3.1.1)。 

 

このことはデータ共有に関するガイダンスの「段階的導入物質の予備登録」のセクション

において詳細に記述されている： 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach 

 

 

REACH Registration 

(原文) 

[363] What should I do if there is no SIEF Formation Facilitator (SFF) in my pre-SIEF? 

 

The SFF role was created to initiate and conduct discussions after pre-registration, and to facilitate 

the exchange of information and data required to form the SIEF. However, the SFF role is not 

formally recognised under REACH and potential registrants have no legal obligation to use an SFF 

to form a SIEF. If no pre-SIEF member has taken the initiative to take on the role of SFF or the SFF 

is inactive, you should contact the other pre-SIEF members to know more about the status of your 

SIEF. 

 

The pre-SIEF is the first step for recognising potential registrants of the same substance and help you 

to start discussions on substance identity and substance sameness. SIEFs are expected to start 

communicating and organising themselves outside the REACH-IT environment. ECHA recommends 

that potential registrants contact their relevant trade associations to receive further advice on how to 

evolve from pre-SIEFs to SIEFs. 

 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
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Additionally, you may consult the list of active lead registrants to know if a lead registrant for a 

specific substance with 2013 and 2018 registration deadlines has made itself known to ECHA. The 

potential lead registrant name is disclosed, if the lead registrant has allowed ECHA to do so. The 

active lead registrants list is available at: 

http://echa.europa.eu/regulations/reach/substance-registration/substance-inf 

ormation-exchange-fora/active-lead-registrants 

REACH 

REACH Registration 

Version 1.1 

Latest update 02/12/2015 

(仮訳) 

[363] 自分の予備 SIEFに SIEFファシリテーター(SFF)がいなかったらどうすべきなの 

か？ 

 

SFFの役割は予備登録後の議論を開始して行う、そして SIEFを形成するのに必要な 

情報とデータの交換をうまく進めるために作られた。しかしながら、その SFFの役割は 

REACH の下において正式には認められておらずそれで潜在的な登録者は SIEFを形成する

ために SFFを使用する法的的な義務はない。予備 SIEFのメンバーの誰も SFFの役割を 

率先して引き受けない、又はその SFFが機能しない場合、自分の SIEFの状況について 

もっと知るために他の予備 SIEFメンバーと連絡を取るべきである。 

 

予備 SIEFは同じ物質の潜在的登録者を認識する最初のステップであり物質の ID 及び物 

質の同一性に関する議論を開始するのに役立つ。SIEFは REACH-IT 環境の外側で連絡を 

開始して自ら組織することを期待されている。ECHGA は潜在的な登録者が予備 SIEFか 

ら SIEFへ進展する仕方に関して更に助言を受けるために関連の事業者団体に連絡を取る 

ことを推奨する。 

 

更に、2013年及び 2018年の登録期限を持つ特定の物質のための先導登録者が ECHAに自 

分を通知しているかどうかを知るために、活動している先導登録者のリストを参考に 

してよい。その先導登録者がそうすることを ECHA に許可している場合、潜在的な先導 

登録者の名称がそこに開示されている。活動している先導登録者リストは以下の URL 

で入手できる： 

http://echa.europa.eu/regulations/reach/substance-registration/substance-inf 

ormation-exchange-fora/active-lead-registrants 

 

 

http://echa.europa.eu/regulations/reach/substance-registration/substance-inf
http://echa.europa.eu/regulations/reach/substance-registration/substance-inf
http://echa.europa.eu/regulations/reach/substance-registration/substance-inf
http://echa.europa.eu/regulations/reach/substance-registration/substance-inf
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REACH Restriction 

(原文) 

[661] Under Entry 19, paragraph 4b) of Annex XVII there is a list of applications for which wood 

treated with CCA type C can be used. May treated wood be used for other applications, such as 

railway sleepers other than underground railway sleepers? 

 

Paragraph 4b) of Annex XVII to REACH concerning arsenic compounds provides for a list of 

applications for which wood treated with CCA may be used. This is not a list of examples of 

possible uses but an exhaustive list of authorised applications. It flows both from the actual wording 

of those provisions and from their objective that the derogation provided for in paragraph 4 must 

necessarily be subject to a strict interpretation, as confirmed by the Court of Justice (case C-358/11, 

pp. 40-43). 

 

Consequently, wood treated with CCA cannot be used for other applications than the ones listed in 

paragraph 4 b). Wood treated with CCA can, therefore, not be used for railway sleepers installed 

above ground. 

REACH 

Restrictions 

Version: 1.1 

Latest update: 04/06/2015 

(仮訳) 

[661] 附属書ⅩⅦの登録番号 19、パラグラフ 4b)の下に、CCA(クロムヒ素)タイプ Cで処理

された木材が使用できる適用のリストがある。地下鉄用枕木以外の鉄道用枕木のようなそ

の他の適用に対して、処理された木材は使用されてもよいのか？ 

 

ヒ素化合物に関する REACH の附属書ⅩⅦのパラグラフ 4b)は、CCAで処理された木材がそ

れに対して使用されてもよい適用のリストを提供している。これは可能性がある使用のリ

ストではなく認可を受けた適用の網羅的なリストである。パラグラフ 4において与えられ

ている逸脱は必ず厳密な解釈に従わなくてはならないというのは、欧州司法裁判所によっ

て確定されたように(case C-358/11, pp. 40-43)、これらの規定の実際の言葉遣いからとそれら

の目的からの両方から導かれる。 

 

その結果として、CCAで処理された木材は、パラグラフ 4b)にリストされたもの以外のその

他の適用に対して使用することはできない。それ故、CCAで処理された木材は地上に設置

された鉄道用枕木に対して使用できない。 
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(原文) 

[667] Does the entry 46 of Annex XVII cover traces in cosmetic products? 

 

Regulation 1223/2009 on cosmetic products, that repealed Directive 76/768/EEC, introduces a ban 

on the marketing of cosmetic products containing nonylphenol (CAS: 25154-52-3) and 

4-nonylphenol, branched (CAS: 84852-15-3). Pursuant to Article 17 of the cosmetics Regulation, the 

presence of traces in cosmetic products is allowed, provided that such presence is technically 

unavoidable in good manufacturing practice and that the product does not cause damage to human 

health.   

 

Entry 46 of Annex XVII to REACH bans the placing on the market of nonylphenol and nonylphenol 

ethoxylates as a substance or in mixtures in a number of applications including cosmetic products, 

when the concentration is higher than 0.1% by weight. The objective of entry 46 is the protection of 

the environment. Therefore Article 67 (2) of REACH does not apply. Entry 46 covers traces in 

cosmetic products to the extent that their presence presents a risk to the environment. The 

application of entry 46 of Annex XVII to REACH is complementary to, and does not conflict with, 

Regulation (EC) No 1223/2009. 

REACH 

Restrictions 

Version: 1.1 

Latest update: 04/06/2015 

(仮訳) 

[667] 附属書ⅩⅦの登録番号 46は化粧品の中の痕跡を包含しているのか？ 

 

指令 76/768/EEC を廃止した化粧品に関する規則 1223/2009は、ノニルフェノール

(CAS:25154-52-3)及び分岐 4-ノニルフェノール(CAS:84852-15-3)を含有する化粧品の上市の

禁止を導入している。化粧品規則の第 17条に従って、そのような存在が優良製造基準にお

いて技術的に不可避でありその製品が人に健康被害をもたらさない条件の下に、化粧品中

の痕跡の存在は許されている。 

 

REACH の附属書ⅩⅦの登録番号 46は、物質として又は化粧品を含む幾つかの適用におい

て、0.1重量%以上の濃度での混合物中で、ノニルフェノール及びノニルフェノールエトキ

シレートの上市を禁止している。登録番号 46の目的は環境の保護である。 

それ故、REACHの第 67条(2)は適用されない。登録番号 46はその存在が環境へリスクを呈

する範囲内において化粧品中の痕跡を包含する。REACH の附属書ⅩⅦの登録番号 46の 

適用は、規則(EC) No 1223/2009 に対して補完的であり、それと矛盾しない。 
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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 及び FAQ 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 

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

