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REACH 規則の改訂 Q&A (認可) (2015 年 6 月) 
                                                             2016 年 4 月 12 日 
 

 

Unique ID                         項   目                                      頁 

 

REACH   Q&A 

Authorisation 

[564] アーティクル中の物質の使用への認可の要求の適用               3 

[568] OR は認可を申請できるのか？ 4 

[569] ECHA へ認可申請を提出した者だけがその認可付与の恩恵を受けるのか?  5 

[571] 提出窓口の外から提出する申請の処理                                         6 

[572] 最も遅い申請日前に申請する理由                                             6 

[577] 流通業者は第 56 条(1)(e)における川下ユーザーとして認可の申請が可能か?         8 

[578] 川下ユーザーはサプライチェーン上流の使用に認可申請できるのか?              9 

[584] 申請提出後の欧州委員会の決定の時期                                        10 

[586] 認可申請用の書式                                                          11 

[587] ECHA へ申請を提出するやり方                                               12 

[588] ECHA への認可申請に使用する言語                                           12 

[590] 「使用に関する幅広い情報」パッケージの意味と内容                          13 

[592] 申請時の CSR のセクション 9 (ばく露評価)及び 10 (リスク判定)の完全版及び 

公開版の提供方法                                                           14 

[594] 申請時における公開されるべきではない情報の提供方法                        15 

[596] 共同申請のほうが単独申請よりも提出と管理が容易か?                         16 

[597] 共同申請提出後における追加の法人の参加の可否                               17 

[600] 認可申請のための手数料の計算方法                                          18 

[605] 共同申請の場合の ECHA による手数料と請求書の計算方法                      19 

[606] 申請に対する請求と支払い方法                                              20 

[611] 申請に先導登録者が参加しない場合の先導登録者の CSR にアクセスする方法     21 

[614] ECHA が代替の公開諮問で提出された第三者コメントを考慮するやり方           22 

[615] 代替分析及び社会－経済分析は申請者の視点又は社会全体の視点か?             23 

[751] 適用される使用及びばく露シナリオの申請時の作成方法                        25 

[752] どの DNEL を使用するべきか ?                                              26 

[758] OR は EU 域外の複数会社を代表して認可申請ができるか?                       27 

 

 



2 
 

(2015 年度 REACH 規則 Q&A における改訂履歴) 
改訂 Q&A (Version 1.1) 

2015 年 6 月 4 日：[564] 、[568] 、[569]、[571]、[572]、[577]、[584]、 [586]、[587]、 

[588]、[590]、[592]、[594]、[597]、[600]、[614]、[751]、[752]及び 

[758]、 

改訂 Q&A (Version 1.2) 

2015 年 6 月 4 日：[605]、[606]及び[615] 

改訂 Q&A (Version 1.3) 

2015 年 6 月 4 日：[611] 

改訂 Q&A (Version 1.4) 

2015 年 6 月 4 日：[596] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Authorisation 

(原文) 

[564] Does the authorisation requirement apply to the use of substances in articles? 

 

No. The placing on the market or the use of an article which contains an Annex XIV substance is not 

subject to the authorisation requirement. However, if not specifically exempted otherwise, the 

incorporation of an Annex XIV substance into an article is a use which is subject to the authorisation 

requirement. Moreover, the Chemical Safety Report of an application for authorisation for a given 

substance should cover the whole substance service-life for the "use(s) applied for", including the 

service life of articles and the waste stage (see Article 62(4)(d) and Annex I (5.1.2) and (5.2.2) of 

REACH). 

 

Other legal requirements also apply to substances of the Candidate List present in articles, such as 

communication obligations along the supply chain and notification to ECHA:   

 

Article 33(1) of REACH requires that a supplier of articles containing a SVHC included in the 

Candidate List for authorisation in a concentration above 0.1% (w/w) has to provide relevant safety 

information to the recipients of these articles. Upon request of a consumer, the same supplier has to 

provide relevant safety information about the SVHC available to him also to this consumer (Article 

33(2) of REACH). This obligation applies irrespective of the tonnage of the substance used and also 

applies to imported articles. Importers and producers of articles have to, under certain conditions, 

notify to ECHA if their articles contain Candidate List substances (as per Article 7 of REACH). 

 

For more information, see:  

-http://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substanc

es-in-articles 

- http://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles 

REACH   

Authorisation 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[564] 認可の要求はアーティクル中の物質の使用に適用されるのか？ 

 

いやそうではない。附属書ⅩⅣの物質を含有するアーティクルの上市又は使用は、認可要

求の対象ではない。しかしながら、特別にそれとは違って免除されていない場合、 

http://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles
http://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles
http://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles
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附属書ⅩⅣの物質をアーティクルに挿入することは、認可の要求に従わなくてはならない

使用である。更に、ある特定の物質に対する認可申請の化学品安全性報告書は、それが適

用される使用に対して、アーティクルのライフサイクル及び廃棄段階を含めた、その物質

の全ライフサイクルに及ぶべきである(REACH の第 62 条(4)(d)及び附属書Ⅰ(5.1.2)及び

(5.2.2)を参照のこと)。 

 

サプライチェーンに沿った情報伝達及び ECHA への届出のような、その他の法的要件もア

ーティクル中に存在する候補リストの物質に適用される。 

 

0.1 重量%を超える濃度で、認可のための候補リストに収載されている SVHC を含有するア

ーティクルの供給者は、これらアーティクルの受領者に関連する安全上の情報を提供しな 

くてはならないことを、REACH の第 33 条(1)は要求している。 

消費者の求めに応じて、その同じ供給者は、自分が入手しているその SVHC に関係する 

安全上の情報をその消費者にも提供しなくてはならない(REACH の第 33 条(2))。この義務は、

使用されている物質のトン数帯に関わらず、適用され、輸入されたアーティクルにも適用

される。アーティクルの輸入者及び製造者は、ある条の下に、自分たちのアーティクルが

候補リスト物質を含有しているかどうかを ECHA に届出しなくてはならない 

(REACH の第 7 条により)。 

 

詳細情報は、以下の URL を参照のこと： 

-http://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substanc

es-in-articles 

- http://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles 

 

 

(原文) 

[568] Can an Only Representative apply for an authorisation? 

 

Yes. A duly mandated Only Representative ("OR") of a non-EU manufacturer can apply for an 

authorisation regardless of whether the OR assisted the non-EU entity with the registration of the 

Annex XIV substance to date. Once the OR has been appointed, it will have to comply with all other 

applicable obligations under REACH on behalf of the non-EU manufacturer who has appointed 

them. In cases where a non-EU manufacturer has not yet been appointed an OR, for example due to 

no obligation to register a substance, an OR may nevertheless be appointed. The OR will then 

represent the non-EU manufacturer with regard to all applicable REACH obligations. 

REACH   

http://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles
http://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles
http://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles
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Authorisation 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[568] OR は認可を申請できるのか？ 

 

そうである。非 EU 製造者の正規に委任された OR は、その OR がその非 EU 製造者に対 

して、今までに、附属書ⅩⅣの物質の登録を手伝ったかに関わらず、認可を申請できる。 

一旦、OR が指名されれば、その OR は自分を指名した非 EU 製造者の代わりに、REACH

の下において適用されるその他のすべての義務に順守しなくてはならない。 

非 EU 製造者がまだ OR を指名していない場合、例えば、物質を登録する義務がないために

そうなる場合、それでも、OR は指名されてもよい。その時、すべての適用される REACH

の義務に関して、その OR は、その非 EU 製造者の代理人を務める。 

 

 

(原文) 

[569] Will only the person who submitted the authorisation application to ECHA benefit from the 

granted authorisation? 

 

The holder of an authorisation is the person who submitted the authorisation application to ECHA. 

However, a downstream user may continue his use of an Annex XIV substance provided that this use 

is in accordance with the conditions of an authorisation granted to an actor up his supply chain for 

that use. Moreover, a manufacturer, importer or downstream user can continue placing an Annex 

XIV substance on the market for a use for which his immediate downstream user was granted an 

authorisation. 

 

See supply chain coverage diagram:  

REACH   

Authorisation 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[569] ECHA へ認可申請を提出した者だけが、その認可付与からの恩恵を受けるのか？ 

 

認可の所有者は ECHA へ認可申請を提出した者である。しかしながら、その使用が自分の

サプライチェーンの上流の行為者が、その使用に対して付与されている認可の条件に 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13637/afa_supply_chain_coverage_en.pdf
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従っていることを条件にして、川下ユーザーは附属書ⅩⅣの物質の自分の使用を継続して

もよい。更に、製造者、輸入者又は川下ユーザーは、 

自分のすぐ次の川下ユーザーがそれに対して認可を付与されている使用に対して、附属書

ⅩⅣの物質を上市し続けることができる。 

 

サプライチェーンの対象範囲の図を参照のこと 

 

(原文) 

 [571] Will my application be processed if I submit it outside the submission windows? 

 

Yes. Be aware, however, that ECHA recommends applicants to submit their applications within 

submission windows that are published on its website. This concept ensures a batch wise process and 

a good synchronisation with the operational schedule of RAC and SEAC committees. 

REACH   

Authorisation 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[571] 提出窓口の外から提出する場合でも、申請は処理されるのか？ 

 

そうである。しかしながら、そのウェブサイトで公開されている提出窓口の中で申請を 

提出することを、ECHA は申請者に推奨していることを忘れないでください。 

このことを理解していれば、賢明なバッチ処理が保証され、かつ RAC 及び SEAC 委員会の

運営スケジュールとの良い協調が保証される。 

 

 

(原文) 

[572] Why should I submit the application before the Latest Application Date? 

 

You should apply before the Latest Application Date to be sure that you will be able to continue to 

use the substance while your application is being treated by ECHA and the Commission. In other 

words, you should apply early to take advantage of the transitional arrangements and continue your 

use after the sunset date even if no decision has been taken by the Commission. 

 

The date of submission of the application will be considered as the date on which your application 

has been received for the purpose of benefitting from the transitional arrangements described in 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13637/afa_supply_chain_coverage_en.pdf
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Article 58(1)(c)(ii), provided that you pass the business rules checks. This date is relevant if you 

intend to take advantage of these transitional arrangements and continue your use after the sunset 

date if no decision has been taken by the Commission. The following two situations may occur: 

 

1. You have submitted your application early enough and it passes business rules checks before the 

latest application date: in this case you will benefit from the transitional arrangements described in 

Article 58(1)(c)(ii) provided that you pay your invoice in due time. 

 

2. You have submitted your application just before the latest application date but it passes the 

business rules after the latest application date: in this case you can benefit from the transitional 

arrangements described in Article 58(1)(c)(ii) provided that you pay your invoice in due time. If your 

application does not pass the business rules checks you will have to resubmit your application. If you 

resubmit your application after the latest application date you will not be able to benefit from the 

transitional arrangements. 

 

Therefore ECHA recommends that you submit your application during the submission window three 

months earlier than the latest application date. If you choose to submit in the latest submission 

window, ECHA recommends that you do so at the very beginning of the window. 

 

The date from which the 10 months’ time limit for the Committees to prepare their draft opinions 

starts is the date on which ECHA has received the application fee. 

REACH   

Authorisation 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[572] 何故、最も遅い申請日前に申請するべきなのか？ 

 

自分の申請が ECHA 及び欧州委員会によって処理されている間に、その物質を確実に継続

して使用できるためには、最も遅い申請日前に申請するべきである。言い換えれば、 

移行措置を巧みに利用して、たとえ欧州委員会による決定が下されていなくとも、その日

没日以降、自分の使用を継続するために、早期に申請するべきである。 

ビジネス規則のチェックに合格することを前提に、第 58 条(1)(c)(ⅱ)に記述される移行措置

からの恩恵を受けるために、その申請の提出日は、自分の申請が受理された日付として 

見なされる。 

移行措置を巧みに利用して、たとえ欧州委員会による決定が下されていなくとも、その日
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没日以降、自分の使用を継続することを意図している場合、その日付が関係する。 

以下の２つの状況が発生することもある： 

 

１．申請を十分早い時期に提出していて、その最も遅い申請日前にビジネス規則のチェッ

クに合格している： 

この場合、そのうち、請求書に支払をすることを条件に、第 58 条(1)(c)(ⅱ)に記述され

た移行措置からの恩恵を受ける。 

 

2.  最も遅い申請日の直前に自分の申請を提出しているが、その最も遅い申請日後にビジネ

ス規則のチェックに合格している： 

この場合、そのうち、請求書に支払をすることを条件に、第 58 条(1)(c)(ⅱ)に記述され

た移行措置からの恩恵を受けることができる。 

自分の申請がそのビジネス規則のチェックに合格しない場合、自分の申請を再度提出

しなくてはならない。最も遅い申請日後に自分の申請を再度提出する場合、その移行

措置からの恩恵を受けることはできない。 

 

それ故、最も遅い申請日より３ヶ月早い提出時間帯の間に申請を提出することを、ECHA は

推奨する。最も遅い時間帯に提出することを選ぶ場合、ECHA はその時間帯の最初に 

そうすることを推奨する。 

 

欧州委員会が見解草案を作成する 10 ヶ月の期限が開始する日付は、ECHA がその申請手数

料を受理した日付である。 

 

(原文) 

[577] Can a distributor be considered as the immediate Downstream User (DU) in the context of 

article 56(1) (e) and apply for an authorisation? 

 

No. A distributor who only stores the Annex XIV substance before placing it on the market cannot be 

considered as Downstream Users in the context of Article 56(1)(e) (see Article 3(14) of the REACH 

Regulation). However, actors can no longer be considered as distributors if they use the substances 

themselves (e.g. repackaging). Then they are considered as downstream users and, as such, shall 

apply for authorisation (and may cover uses of their downstream users), unless already covered by 

an authorisation. 

 

Distributors (i.e. entities who only store the substance) are “transparent” in the supply chain if they 

do not “use” the substance. Therefore an application granted to a downstream user should be 
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understood as covering the manufacturer/importer of that substance and all the distributors in 

between. However, this only applies in cases where there are no actors using the substance (e.g. 

formulators, repackaging companies, etc.) between the downstream user applicant and the 

manufacturer/importer. Also, distributors have to communicate the relevant information (e.g. safety 

data sheets, authorisation numbers) to their downstream users. 

REACH   

Authorisation 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[577] 流通業者は第 56 条(1)(e)の文脈における直ぐ次の川下ユーザーとして見なされ、認可

の申請ができるのか？ 

 

否、そうではない。上市する前に附属書ⅩⅣの物質を保管するだけの流通業者は、第 56 条

(1)(e)の文脈における川下ユーザーとして見なすことはできない(REACH 規則の第 3 条(14)

を参照)。しかしながら、その物質を自ら使用する場合(例えば、再包装)、行為者は、もは

や流通業者として見なすことは出来ない。 

その時は、それらの者は川下ユーザーとして見なされ、既に認可の対象となっていなけれ

ば、そういうものとして、認可の申請を行うものとする(及び川下ユーザーの使用を包含し

てもよい)。 

 

流通業者(即ち、その物質の保管だけを行う法人)は、その物質を使用しない場合、サプライ

チェーンにおいては「トランスペアレント(順法対応上は意識しなくてよい存在)」である。

それ故、ある川下ユーザーに付与された認可は、その物質の製造者/輸入者及びその間のす

べての流通業者を包含するとして理解されるべきである。 

しかしながら、このことはその川下ユーザーの申請者とその製造者/輸入者の間に、その物

質を使用する行為者(例えば、調整者、再包装会社等)が存在しない場合だけに適用される。

また、流通業者は自分の川下ユーザーに関連する情報(例えば、SDS、認可番号)を伝達しな

くてはならない。 

 

 

(原文) 

[578] Can a Downstream User apply for uses upstream in the supply chain? 

 

No. A downstream user (Company B) holding an authorisation for his use(s) (for instance, an 

end-use) can be supplied by an actor (Company A) up his supply chain (for instance, a formulator) in 
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accordance with Article 56(1)(e). However, the use of Company A (that is the formulation of the 

Annex XIV substance) cannot be covered by an authorisation granted down the supply chain to 

Company B. Company A needs to have his use (the formulation) covered by a separate authorisation 

granted directly to him or to an actor up his supply chain (for instance the manufacturer of the Annex 

XIV substance). Note that distributors who only store the Annex XIV substance before placing it on 

the market cannot be considered as Downstream Users in the context of Article 56(1)(e),  

see Q&A 577 for more details. 

 

See supply chain coverage diagram:  

REACH   

Authorisation 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[578] 川下ユーザーは、そのサプライチェーンにおける上流の使用に対して申請できるの

か？ 

 

否、そうではない。第 56 条(1)(e)に従って、自分の使用(例えば、最終使用)に対して認可を

所有している川下ユーザー(会社 B)は、自分のサプライチェーンの上流の行為者(会社 A) 

(例えば、調整者)から供給を受けることができる。しかしながら、(附属書ⅩⅣの物質の調

整である)会社 A の使用を、サプライチェーンの川下の会社 B へ付与された認可に含める 

ことはできない。会社 A は自分の使用(その調整)を、直接、自分に又はサプライチェーンの

上流の行為者(例えば、附属書ⅩⅣの物質の製造者)に付与された別個の認可に含めてもらう

必要がある。上市する前にその附属書ⅩⅣの物質を保管するだけの流通業者は、第 56 条

(1)(e)の文脈における川下ユーザーとして見なすことはできないことに注意すること。 

詳細情報については、Q&A 577 を参照のこと。 

 

サプライチェーンの対象範囲を示す図表を参照のこと。 

 

 

(原文) 

[584] When will I receive the decision of the Commission after I have submitted my application? 

 

It will take about 2 years. Article 64 of the REACH Regulation gives many details. Below we give 

an overall description of the timelines. Once you have submitted the application it takes about 2-3 

months for its processing and for the application fee to be received by ECHA. The Committees will 

http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/577
http://echa.europa.eu/documents/10162/13637/afa_supply_chain_coverage_en.pdf
http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/577
http://echa.europa.eu/documents/10162/13637/afa_supply_chain_coverage_en.pdf
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prepare their draft opinions within 10 months from that date of receipt of the fee. The applicant can 

comment on the draft opinions within 2 months before the Committees adopt their final opinions. 

This will take 2 months. Some weeks are also reserved for sending and receiving the draft opinion. 

Thus, it takes about 17-18 months for the applicant to receive the final opinions from the date it had 

submitted the application. ECHA will publish the opinions on its website and send them to the 

Commission, the Member States and the applicant. A final decision granting or refusing the 

authorisation shall be taken via a 'comitology' procedure (see the "examination procedure" referred 

to in Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011). All in all, it would normally take about 6 months to 

have the final decision from the publication of the opinions of the Scientific Committees on ECHA's 

website. 

REACH   

Authorisation 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[584] 申請の提出後に、欧州委員会の決定を何時、受理するのか？ 

 

それにはおよそ 2 年を要する。REACH 規則の第 64 条がその詳細の多くを述べている。 

以下にそのスケジュールの全体説明を記載する： 

一旦、申請を提出すると、ECHA によるその処理と申請手数料が受理されるのにおよそ 

2～3 ヶ月要する。欧州委員会は、その手数料の受理の日から 10 ヶ月以内に見解草案を 

作成する。欧州委員会が最終見解を採択する前の 2 ヶ月以内に、その申請者はその見解 

草案に関してコメントすることができる。これには 2 ヶ月要する。 

その見解草案のやりとりのためにも、更に数週間が確保されている。このようにして、 

その申請者が申請を提出した日から最終の見解を受理するのにおよそ 17～18 ヶ月要する。

ECHA はその website 上にその見解を公表して、それを欧州委員会、加盟国及びその申請者

に送付する。その認可を付与するか又は却下する最終決定は、コミトロジー手続き 

を経由して下されるものとする(規則(EU) No 182/2011 の第 5 条において言及されている「検

討手続き」を参照)。ECHA の website における科学委員会の見解の公表から最終決定を得る

のに、通常、全部で、およそ 6 ヶ月要する。 

 

 

(原文) 

[586] What is the format for authorisation applications? 

 

Application for authorisation dossiers shall consist in an IUCLID 5 file, to which a series of specific 
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documents are attached. For the purpose of an application for authorisation, the latest version of 

IUCLID should be used.  

Formats for these attachments are provided by ECHA on its website 

REACH 

Authorisation 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[586] 認可申請用の書式はどのようなものか？ 

 

認可申請の一式文書は、一連の特別な文書が添付されている、IUCLID 5 ファイルに存在 

する。認可申請の目的のためには、IUCLID の最新版を使用するべきである。これらの 

添付書類の書式は、ECHA からその website で提供されている。 

 

 

(原文) 

[587] How can an applicant submit an application to ECHA? 

 

Authorisation application dossiers shall be submitted electronically via REACH-IT.  

See (http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation) 

REACH   

Authorisation 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[587] 申請者はどのように ECHA へ申請を提出すればよいのか？ 

 

認可申請の一式文書は REACH-IT 経由で電子的に提出されるものとする。 

以下の URL を参照：(http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation) 
 

 

(原文) 

[588] In which language shall I submit my application for authorisation to ECHA? 

 

The whole application can be submitted in any single official EU language. For example, you can  

submit the whole application in English. However, you cannot submit an application where most of  

http://iuclid.eu/
http://iuclid.eu/
http://echa.europa.eu/applying-for-authorisation/preparing-applications-for-authorisation
http://iuclid.eu/
http://echa.europa.eu/applying-for-authorisation/preparing-applications-for-authorisation
http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation
http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation
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the documents are in English and rest in another language, For details, see question 129. 

REACH 

Authorisation 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[588] ECHA への認可申請はどの言語で提出することとされているのか？ 

 

全申請は、単一のどんな公式言語でも提出することができる。例えば、英語で全申請を 

提出することができる。しかしながら、その文書のほとんどが英語で残りがその他の言語

である申請を提出することはできない。 

詳細は、質問 129 を参照のこと。 

 

 

(原文) 

[590] What is meant by the "Broad Information on Uses" package and what does it contain? 

 

The Broad Information on Uses (BIU) of the Annex XIV substance refers to a "brief wording" 

containing: 

 

- information based on the name of the use applied for, 

- the use descriptors and function, and 

- key information on the conditions of use. 

 

In addition, the BIU contains the following documents: 

 

- the public version of the Analysis of alternatives, 

- the public version of the Substitution Plan, if provided in the application, 

- the public version of the Socio Economic Analysis, if provided in the application, and 

- the public version of sections 9 (“Exposure assessment”) and 10 (“Risk characterisation”) of the 

Chemical Safety Report (CSR) covering the use applied for. 

 

For further details and example, see:  

http://echa.europa.eu/documents/10162/13555/public_information_afa_en.pdf 

REACH 

Authorisation 

http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/129
http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/129
http://echa.europa.eu/documents/10162/13555/public_information_afa_en.pdf
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Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

 

(仮訳) 

[590] 「使用に関する幅広い情報」パッケージとはどんな意味なのか、そしてそれには 

何が含まれているのか？ 

 

附属書ⅩⅣの物質の使用に関する幅広い情報(BIU)は、以下を含む簡潔な表現を参照する： 

 －適用される使用の名称に基づく情報、及び 

 －使用記述子及び機能、及び 

 －使用条件に基づく主要な情報 

 

更に、BIU は以下の文書を含む： 

 －代替の解析の公開版、及び 

 －その申請で提供されている場合、代替計画の公開版、及び 

 －その申請で提供されている場合、社会経済分析の公開版、及び 

 －適用される使用を包含する CSR のセクション 9(ばく露評価)及び 10(リスク判定)の 

公開版 

 

詳細情報及び具体例については、以下を参照のこと： 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13555/public_information_afa_en.pdf 

 

 

(原文) 

[592] How can I provide in my application a “complete” and a “public” version of sections 9 

(“Exposure assessment”) and 10 (“Risk characterisation”) of the Chemical Safety Report (CSR) 

covering the uses applied for? 

 

Include the complete versions of sections 9 and 10 in your Chemical Safety Report (CSR) and attach 

the CSR to section 13 of IUCLID (naming it for instance "CSR.pdf"). 

 

Attach a public version of sections 9 and 10 naming it clearly (e.g. "Public_version_of_CSR 

sec9-10.pdf") and attach it as a separate document in section 13 of IUCLID. 

 

If all the information contained in sections 9 and 10 can be made public, then these two sections will 

be published as they are provided in the CSR. 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13555/public_information_afa_en.pdf
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REACH 

Authorisation 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[592] 適用される使用を包含する CSR のセクション 9(ばく露評価)及び 10(リスク判定)の 

完全版及び公開版を、申請においてどのようにして提供できるのか？ 

 

自分の CSR にセクション 9 及び 10 の完全版を含め、IUCLID のセクション 13 へその CSR

を添付する(例えば、それを「CSR.pdf」と命名する)。 

 

それを明確に命名して、セクション 9 及び 10 の公開版を添付する(例えば、

「Public_version_of_CSR sec9-10.pdf」)、そして IUCLID のセクション 13 に別個の文書とし

てそれを添付する。 

 

セクション 9 及び 10 に含まれるすべての情報を公開することができる場合、これら 2 つの

セクションは、CSR で提供されたように公開される。 

 

 

(原文) 

[594] How can an applicant provide information in its application which should not be made 

publicly available? 

 

Applicants can provide information which should not be made public in the ”complete versions”  

of the assessment reports (Chemical Safety Report, Analysis of Alternatives, Substitution Plan,  

Socio-Economic Analysis). Formats and instructions are available under the "Preparing  

Applications for authorisation" page  

(http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation/preparing-applications-for-authorisation

). 

 

Applicants need to make “public versions” of these “complete versions”. In “public versions” 

the applicants need to blank out confidential business information. The “public versions” will be 

published on ECHA’s website during public consultation on alternatives. Applicants need to  

provide solid justifications as to why the information which has been blanked out should not be 

made public. 

REACH 

http://echa.europa.eu/applying-for-authorisation/preparing-applications-for-authorisation
http://echa.europa.eu/applying-for-authorisation/preparing-applications-for-authorisation


16 
 

Authorisation 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[594] 申請者は公開されるべきではない情報をその申請においてどのようにして提供でき

るのか？ 

 

評価報告書の完全版において公開されるべきではない情報(CSR、代替解析、代替計画、 

社会経済分析)を提供することができる。 

書式と使用説明書は、以下の「認可申請書の作成」ページで入手できる： 

(http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation/preparing-applications-for-authorisation

). 

 

申請者は、これら「完全版」の公開版を作成する必要がある。「公開版」において、申請者

は秘密企業情報を消して空白にする必要がある。 

代替に関する公開諮問の間、ECHA の website でその「公開版」が公開される。申請者は、

消して空白にされた情報が公開されるべきではない理由についての正当化を提供する必要

がある。 

 

 

(原文) 

[596] Is a joint application easier to submit and manage than separate applications? 

 

Due to the possible complexity and technical issues of joint applications, ECHA recommends to  

prepare and submit a joint application when (i) all co-applicants of the group apply  

for all uses in the joint application, and (ii) the co-applicants have agreed on a way to share all the 

information provided in the application. 

 

In complex cases, it may be preferable for each applicant to submit their own application separately.  

The applicants can cooperate during the preparation of their applications. For details,  

see the Data Submission Manual Part 22, Application for Authorisation Guidance (Appendix 2) and  

the presentations “Description of uses for authorisation / Broad Information on Uses” and “Joint 

versus Individual applications”  

for additional information. 

REACH 

Authorisation 

http://echa.europa.eu/applying-for-authorisation/preparing-applications-for-authorisation
http://echa.europa.eu/applying-for-authorisation/preparing-applications-for-authorisation
http://echa.europa.eu/documents/10162/13653/data_submission_manual_22_application_authorisation_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13637/authorisation_application_en.pdf
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/echa-seminar-on-applications-for-authorisation
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/echa-seminar-on-applications-for-authorisation
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Version 1.4 

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[596] 共同申請のほうが単独申請よりも提出と管理が容易なのか？ 

 

共同申請の見込まれる複雑さ及び技術的問題のために、ECHA は、以下の場合に共同申請を

準備して提出することを推奨する。 

(ⅰ) そのグループのすべての共同申請者がその共同申請におけるすべての使用に対して 

申請する場合、及び 

(ⅱ) その共同申請者がその申請において提供されるすべての情報を共有するやり方に 

関して合意している場合 

 

複雑な場合、個々の申請者が自身の申請を別個に提出することが望ましいこともある。 

申請者は自分たちの申請の作成の間、協働することができる。詳細情報については、 

以下を参照のこと： 

Data Submission Manual Part 22, Application for Authorisation Guidance (Appendix 2) 及び 

追加情報については、以下のプレゼン資料を参照のこと： 

“Description of uses for authorisation / Broad Information on Uses” and “Joint versus Individual 

applications” 

 

 

(原文) 

[597] Can an additional legal entity join a group of applicants after the submission of a joint 

application? 

 

No. In contrast with Joint Registrations, an additional legal entity cannot join the group of applicants 

which have already submitted a joint application for authorisation. 

REACH 

Authorisation 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[597] 共同申請の提出後に、追加の法人は申請者のグループに参加できるのか？ 

 

否、そうではない。共同登録と比較して、既に認可の共同申請を提出した申請者のグルー

プに追加の法人は参加できない。 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13653/data_submission_manual_22_application_authorisation_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13637/authorisation_application_en.pdf
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/echa-seminar-on-applications-for-authorisation
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/echa-seminar-on-applications-for-authorisation
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(原文) 

[600] How to calculate the fee for an application for an authorisation? 

 

Several scenarios can be envisaged: A base fee is payable, which covers one applicant and one use. 

For each additional applicant, an additional fee per applicant applies. In addition, an additional fee 

applies for each additional use. For example, in the case of an application submitted by four parties 

with ten uses in total, the relevant fee will be the base fee + three additional applicant fees + nine 

additional use fees. The level of the base fee and the additional fee per use depends on the size of the 

companies that are part to the application. It is important to note that, if you are an SME that is party 

to an application with other parties that are not SMEs, the standard levels of fees set out in Table 1 of 

Annex VI of the Fees and Charges Regulation will apply. Likewise, the reduced fees for micro 

companies set out in Table 4 only apply when all parties to the application are micro companies. 

 

However, the level of the additional fee per applicant depends on the applicant's size, regardless  

of the size of the other parties to the application. For instance, if you are a micro company and  

you apply for an authorisation with large corporations, the reduced fee per additional applicant  

that applies to micro companies is still applicable to you. 

 

Further information: ECHA Fee Calculator: a tool provided by ECHA to estimate the possible 

amount of a fee related to a given application for authorisation. 

On the REACH Fee regulation: see more information on REACH Legislation -page 

REACH 

Authorisation 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[600] 認可申請のための手数料の計算方法は？ 

 

幾つかのシナリオが想定できる。一つの申請及び一つの使用を包含する基本手数料が支払

われるものとする。 

個々の追加申請者に対しては、申請者毎の追加手数料が適用される。更に、個々の追加使

用に対して追加の手数料が適用される。例えば、全体で 10 の使用を有する 4 団体によって 

提出された申請の場合、その関連する手数料は、基本手数料＋3 つの追加申請手数料＋9 つ

の追加使用手数料になる。 

基本手数料及び使用毎の追加手数料は、その申請を構成する会社規模に依存する。SME で

http://echa.europa.eu/documents/10162/13566/authorisation_fee_calculator_en.xls
http://echa.europa.eu/regulations/reach/legislation
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はないその他の団体と一緒の申請を構成している SME である場合、手数料及び料金規則の

附属書Ⅵの表 1 で規定されている手数料の標準的レベルが適用されることに注意すること

は重要である。 

同様に、表 4 で規定されている微小会社のための減額した手数料は、その申請へのすべて

の参加団体が微小会社である場合だけに適用される。 

 

しかしながら、その申請へのその他の団体の規模に関わらず、申請者当たりの追加手数料

のレベルはその申請者の規模に依存する 例えば、微小会社であって大企業と一緒に認可申

請を行う場合、微小会社に適用される追加申請者当たりの減額された手数料が、それでも

やはり適用される。 

 

詳細情報については、ある特定の認可申請に関係する手数料の見込まれる金額を見積もる

ための ECHA によって提供されているツールである ECHA Fee Calculator を参照のこと。 

 

REACH の手数料規則に関しての詳細情報は、REACH Legislation -page にある。 

 

 

(原文) 

[605] How will ECHA calculate the fee and send the invoice in the case of joint applications? 

 

ECHA will calculate the fee based on the Fee Regulation. It has made available a Fee Calculator  

to help the applicants to know in advance the amount that they would expect to pay. 

 

ECHA will send the invoice always to the legal person that submitted the application. Thus, in a  

joint application ECHA will send the invoice to that applicant that submitted the application. It is  

then up to this applicant to split the invoice according to the agreement that the applicants have  

made between themselves. For clarity, ECHA is not in a position to send separate invoices to  

each of the parties covered by the application.  

REACH 

Authorisation 

Version 1.2 

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[605] 共同申請の場合、ECHA はどのようにその手数料とそのインボイスを計算するのか？ 

 

ECHA は手数料規則に基づいてその手数料の計算を行う。申請者が支払うことが見込まれる

http://echa.europa.eu/documents/10162/13566/authorisation_fee_calculator_en.xls
http://echa.europa.eu/regulations/reach/legislation
http://echa.europa.eu/documents/10162/13566/authorisation_fee_calculator_en.xls


20 
 

金額を事前に確認するに役立つ手数料計算機：Fee Calculator が利用可能とされている。 

 

ECHA は常にその申請を提出した法人にインボイスを送付する。それ故、共同申請の場合、

ECHA はその申請を提出した申請者にインボイスを送付する。申請者が当事者間で行った合

意に従って、そのインボイスを分割するのはこの申請者に任されている。 

明確にするために、ECHA はその申請によって包含される団体の個々に別々のインボイスを

送付する立場にない。 

 

 

(原文) 

[606] How will the applications be invoiced and paid? 

 

ECHA sends the applicant an invoice in about 8 weeks after the submission.  

 

The applicant has 14 calendar days to pay the invoice with a possibility to extend it by another  

7 calendar days. Thus, all in all the applicant is given 21 days to pay the invoice from the date it  

received the invoice. 

 

If the payment is not made by the extended payment due date, the application for authorisation  

will be considered as not received by ECHA. In this case the application is not processed further.  

The only way to proceed is to re-submit the application. 

REACH 

Authorisation 

Version 1.2 

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[606] 申請はどのように請求され支払われるのか？ 

 

申請後およそ 8 週間してから、ECHA はインボイスをその申請者に送付する。 

 

申請者はそのインボイスに支払うのまでに 14 カレンダー日が与えられ、それは更に 7 カレ

ンダー日まで延長することができる。従って、そのインボイスを受理した日から支払うま

でに、申請者は、合計で 21 日間与えられる。 

 

その支払が延期された納期までになされない場合、その認可申請は ECHA によって受理さ

れたと見なされない。この場合、その申請は、更に処理されない。 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13566/authorisation_fee_calculator_en.xls
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その申請を再提出することが、手続きを進める唯一の手段である。 

 

 

(原文) 

[611] How can I have access to the Lead Registrant's Chemical Safety Report (CSR) data if he is not 

taking part in the application for authorisation? What can I do if the data owner refuses to give me 

access to its data? Can I use the information available on ECHA's dissemination website? 

 

A CSR has to be submitted as part of the application. This CSR can be (i) the applicant’s own CSR 

for authorisation, or (ii) a reference to CSR submitted by the same applicant for registration, or (iii) a 

reference to CSR of a previous applicant (case of subsequent applications for authorisation). If the 

applicant for authorisation is a Downstream User (i.e. not a registrant) and he generates his own CSR 

for the authorisation, this CSR can be based on updated information from the registrant’s CSR as 

long as he has the right to use the information from the respective data owners. 

 

However, data sharing obligations as specified under Art 30 of REACH do not apply for 

authorisation. The reproduction or further distribution of information from Registration Dossiers and 

Notifications to the C&L Inventory which are published on ECHA’s dissemination website may be 

subject to copyright protection. Furthermore, the use of the information without obtaining the 

permission from the owner(s) of the respective information might violate the rights of the owner. 

The Agency does not take responsibility for any copyright or other infringements that may be caused 

by using the information. 

 

Potential applicants are reminded that they shall ensure that they have adequate rights to submit this 

information to the Agency and acknowledge that this information can be used for the purpose of the 

application for authorisation. 

 

See also question 916 

REACH   

Authorisation 

Version 1.3  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[611] 認可申請に先導登録者が参加していない場合、その先導登録者の CSR にどのように

してアクセスできるのか？ 

データ所有者がそのデータへ私がアクセスするのを拒否する場合、どうすればよいのか？ 

http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/916
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ECHA の公開 website で入手できる情報を使用することはできるのか？ 

 

CSR は申請の一部として提出されなくてはならない。この CSR は、以下のものに成り 

得る： 

(ⅰ) 申請者自身の認可のための CSR、又は 

(ⅱ) 登録のために同じ申請者によって提出された CSR への参照、又は 

(ⅲ) 前の申請者の CSR への参照(認可のためのその後の申請の場合) 

認可の申請者が川下ユーザーであって(即ち、登録者ではない)、その者が認可のための自分

の CSR を作成する場合、個々のデータ所有者からの情報を使用する権利をその者が有する

限り、この CSR は登録者の CSR からの更新情報に基づくことができる。 

 

しかしながら、REACH の第 30 条の下に規定されたデータ共有の義務は、認可のためには

適用されない。登録一式文書及び ECHA の公開 website において公開されている C&L イン

ベントリーへの届出からの情報の複製又は更なる流用は著作権保護の対象となることもあ

る。更には、個々の情報の所有者からの許可を得ないでその情報を使用すればその所有者

の権利を侵害する恐れがある。庁はその情報を使用することによって引き起こされること

もある著作権又はその他の侵害に対して責任を負わない。 

 

潜在的な申請者は、自分たちがその情報を庁に提出する適切な権利を持つこと及びその 

情報が認可申請の目的のために使用されることへの認識を確実に再認識すべきである。 

 

質問 916 も参照すること 

 

 

(原文) 

[614] How will the ECHA Committees (RAC and SEAC) take into account third parties' comments 

submitted during the public consultation on alternatives? 

 

As a result of the eight-week public consultation both the “complete” and the “public” versions  

of the comments on the alternatives are made available to the Rapporteurs and the Committee  

members. The Rapporteurs will use this information as any other information during an  

evaluation process. The relevance, validity and reliability of the information will be assessed.  

The applicant will have a possibility to respond to the ”public versions” of the comments. The  

Rapporteurs may pose follow-up questions to the third parties. They may also pose questions or  

require additional information from the applicant, as a result of the information provided by 

third parties. 

http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/916
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(仮訳) 

[614] 代替に関する公開諮問の間に提出された第三者のコメントを ECHA の専門委員会

(RAC 及び SEAC)はどのように考慮するのか？ 

 

8 週間の公開諮問の結果として、代替に関するコメントの完全版及び公開版の両方がその報

告者と専門委員会のメンバーに利用可能とされる。その報告者は評価プロセスの間のその

他の情報としてこの情報を使用する。その情報の関連性、妥当性及び信頼性が評価される。

その申請者はそのコメントの公開版に対して応答することができる。その報告者は 

第三者に補足質問をしてもよい。かれらは又、第三者から提供された情報の結果として、

その申請者に質問をする又は追加情報を要求してもよい。 

 

 

(原文) 

[615] What is the scope of the Analysis of Alternatives and the Socio-economic Analysis?  

The applicant's perspective or the society as a whole? 

 

Both the applicant’s and society’s perspectives are relevant in the application. The applicant's 

perspective is relevant in the Analysis of Alternatives to assess how feasible it would be for the  

applicant to adopt any alternatives which are available to him. This would include the  

alternative of ceasing use of the substance altogether. This analysis can be used to identify the  

non-use scenario(s) which would pertain, if authorisation is not granted. The use and non-use  

scenarios should be assessed from society's perspective to provide an assessment of whether  

authorisation is justified from a social perspective or not, based on a comparison of the benefits  

of authorisation and the risks. 

The applicant should undertake an Analysis of Alternatives as if they will be unable to use the  

substance in question beyond the sunset date, that is, as if their application for authorisation is  

not granted. Thus, the scope should be whatever the applicant would normally use when  

choosing alternative substances or technologies in his business. One qualification to this is that  

alternatives might be suggested through the public consultation of which the applicant was  

previously unaware or would not normally consider. He might wish, therefore, to extend the  

normal scope of his analysis in anticipation of this. 
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It is not possible to generalise about the exact scope of the socio-economic analysis, as this will  

vary on a case-by-case basis. The principle is that all factors should be incorporated to the  

extent that they might make a material difference to the conclusions. An iterative approach to  

developing the analysis, as well as consultation and input from socio-economic analysis experts,  

can be helpful in establishing the appropriate scope in any given situation. 

 

More details in the presentations of the seminars on application for authorisation: 

 

http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation/a

fa 

REACH 

Authorisation 

Version 1.2 

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[615] 代替分析及び社会－経済分析の範囲はどこまでか？ 

申請者の視点(認識)又は社会全体の視点か？ 

 

その申請者の視点及び社会の視点の両方がその申請に関係する。その申請者が自分に利用

可能な何らかの代替を採用するのがどれほど実現可能かを評価するためには、その申請者

の視点が代替の解析に問題となる。これにはその物質の使用を完全に停止する代替が含ま

れる。認可が付与されない場合、この解析は付随する非使用のシナリオを特定するために

使用できる。認可による便益とそのリスクの比較に基づいて、認可が社会的視点から正当

化されるかどうかを評価するために、使用及び非使用のシナリオは社会的視点から評価さ

れるべきである。 

 

日没日を超えた当該物質を使用できないかの如く、即ち、その認可申請が付与されない 

かの如く、申請者は代替解析を行うべきである。それ故に、その範囲は、その申請者が 

自分のビジネスにおいて代替の物質又は技術を選択する場合、通常、使用するいかなる範

囲にでもなるべきである。その申請者が以前は認識していなかった又は通常は考慮しない

代替が、公開諮問を通じて示唆されるかもしれないということが、そのための一つの必要

条件である。従って、申請者はこのことを見こんで、自分の解析の通常の範囲を拡大する

ことを望むかもしれない。 

 

社会－経済分析の正確な範囲について一般化するのは不可能である。それはケイス・バイ・

ケースで変化するからである。その結論に実質的な違いを生ずる程度まで、すべての要因

http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation/afa
http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation/afa
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が挿入されるべきであるとするのがその原理である。コンサルテーション及び社会－経済

分析の専門家からのデータと共に、その解析作成への反復アプローチは、いかなる特定の

状況においても適切な範囲を確立するのに役立つことができる。 

 

更なる詳細情報は、以下の認可申請に関するセミナーのプレゼンテーションにある： 

http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation/a

fa 

 

 

(原文) 

[751] How should I develop the ‘uses applied for’ and exposure scenarios in my application? 

 

The description of the ‘uses applied for’ and of the related exposure scenarios is key step in the  

preparation of an application for authorisation. The concept of “use applied for” in the context of  

applications for authorisation might significantly differ from what industrial actors usually  

understand by a “use” in their day-to-day practice. The ‘use applied for’ description, scope and 

level of details are not only related to the risks linked to the exposure/release of the Annex XIV  

substance but also to the analysis of alternatives and, where relevant, to the socio-economic  

analysis and substitution plan. The following documents describe this issue in more details: 

 

> How to develop the description of uses in the context of Authorisation [PDF] [EN] 

> Presentations from seminars on applications for authorisation 

> Guidance on information requirements and chemical safety assessment - Exposure Scenario 

Format [PDF] [EN] 

REACH 

Authorisation 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[751] 適用される使用及びばく露シナリオを申請でどのように作成するべきか？ 

 

適用される使用及び関連するばく露シナリオの記述は認可申請の準備における重要な段階

である。認可申請の文脈における適用される使用の概念は、産業上の行為者が日常活動に

おいて、通常、「使用」によって理解しているものとは著しく異なるかもしれない。記述の

ために適用される使用、範囲及び詳細のレベルは、附属書ⅩⅣの物質のばく露/放出に結び

ついたリスクに関連するだけではなく、代替の解析、関連する場合は、社会-経済分析及び

http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation/afa
http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation/afa
http://echa.europa.eu/documents/10162/13566/uses_description_in_auth_context_en.pdf
http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation/afa
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_esformat_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_esformat_en.pdf
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代替計画にも関連している。 

以下の文書は、本問題を更に詳細に記述している： 

 

> How to develop the description of uses in the context of Authorisation [PDF] [EN] 

> Presentations from seminars on applications for authorisation 

> Guidance on information requirements and chemical safety assessment - Exposure Scenario 

Format [PDF] [EN] 

 

 

(原文) 

[752] Which DNEL should I use? 

 

The demonstration of adequate control or minimisation of the risks should be made in the  

Chemical Safety Report (CSR) of the application for authorisation. REACH Annex I defines  

the Derived No-Effect Level (DNEL), i.e. the level of exposure above which humans should not be  

exposed and the way the risk characterisation for the human population should be performed,  

based on the DNEL (if a DNEL can be determined). DNELs derived according to the ECHA  

guidance are therefore the reference data for the demonstration of adequate control. 

 

It should be noted that the Committee for Risk Assessment (RAC) has derived reference  

DNELs for some substances on Annex XIV and intends to continue doing so for other Annex XIV  

substances. 

 

For more details, see: 

 

> Guidance on information requirement and CSA 

> Characterisation of dose [concentration] - response for human health (Chapter R.8) [PDF] [EN] 

> Evaluating applications web page 

REACH 

Authorisation 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[752] どの DNEL を使用するべきか？ 

 

適切な管理の実証とリスクの最小化は認可申請の CSR の中に記載されるべきである。 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13566/uses_description_in_auth_context_en.pdf
http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation/afa
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_esformat_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_esformat_en.pdf
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r8_en.pdf
http://echa.europa.eu/applying-for-authorisation/evaluating-applications
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REACH の附属書Ⅰは導出無影響レベル(DNEL)、 即ち、人がそれを超えてばく露される 

べきではないばく露のレベル及びその DNEL に基づいて(DNEL が決定できる場合)、人間集

団のためのリスク判定が実施されるべきやり方を定義している。ECHA ガイダンスに 

従って導き出された DNEL はそれ故、適切な管理の実証のための参照データである。 

 

RAC(リスクアセスメント専門委員会)は附属書ⅩⅣにおける幾つかの物質のための参照

DNEL を導いており、その他の附属書ⅩⅣの物質に対して、それを継続する意向であること

に注意すべきである。 

 

詳細情報については、以下を参照のこと： 

 

> Guidance on information requirement and CSA 

> Characterisation of dose [concentration] - response for human health (Chapter R.8) [PDF] [EN] 

> Evaluating applications web page 

 

 

(原文) 

[758] Can an Only Representative apply for an authorisation on behalf of several companies located 

outside the EU? 

Yes. The non-EU companies can also be located in different jurisdictions. The application fee will 

be assessed for each non-EU legal entity the Only Representative represents in the application. 

Only Representatives have to sign-up in REACH-IT for each non-EU company they represent and 

submit the relevant IUCLID dossier using the appropriate accounts. It is not possible to use the same 

Legal Entity Object (having the same company UUID) for multiple accounts, but it is possible to use 

the same company identification information (name, VAT, etc.). Similarly as for Registration, Only 

Representatives must indicate in the "company size" field of REACH-IT the size of the non-EU 

company they are representing. In the determination of their size, linked and partner enterprises to 

the company the Only Representative represents should also be taken into account. 

In addition, Only Representatives are advised to attach clear documentation of their appointment in 

their application (for instance, a copy of the appointment) in the field "Assignment from non EU 

manufacturer" of the IUCLID file (IUCLID section 1.7). Only Representatives are also advised to 

indicate the list of the importers' names covered by the application in the field "Other importers". 

For more details: 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r8_en.pdf
http://echa.europa.eu/applying-for-authorisation/evaluating-applications
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> Data Submission Manual (Part 22) [PDF] [EN] 

> SME definition 

REACH 

Authorisation 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[785] OR は EU 域外にある幾つかの会社を代表して認可の申請ができるのか？ 

 

そうである。非 EU 会社は異なる管轄区域にもあり得る。その申請手数料はその申請におい

てその OR が代表する個々の非 EU 法人に対して見積もられる。 

 

OR は自分が代表する個々の非 EU 会社に対して REACH-IT に登録して、適切なアカウント

を使用して関連する IUCLID 一式文書を提出しなくてはならない。 

多数のアカウントに対して同じ法人オブジェクト(同じ会社のUUIDを有する)を使用するこ

とは不可能であるが、同じ会社のアイデンティティ情報(名称、VAT 等)を使用することは 

可能である。登録に関して、同様に、OR は REACH-IT の「会社規模」のフィールドに、 

自分が代表する非 EU 会社の規模を示さなくてはならない。その規模の決定においては、

OR が代表する会社の関連会社及び取引先も考慮するべきである。 

 

更に、OR は IUCLID ファイル(IUCLID セクション 1.7)の「非 EU 製造者からの任命」フィ

ールドに、自分たちの申請における指名の明確な文書(例えば、指名書の複写)を添付するこ

とが推奨されている。OR は、「その他の輸入者」フィールドにおいてその申請に含まれる 

輸入者の名称のリストを示すことも推奨されている。 

 

詳細情報については以下を参照のこと： 

> Data Submission Manual (Part 22) [PDF] [EN] 

> SME definition 

 

 

 

 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13653/data_submission_manual_22_application_authorisation_en.pdf
http://echa.europa.eu/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
http://echa.europa.eu/documents/10162/13653/data_submission_manual_22_application_authorisation_en.pdf
http://echa.europa.eu/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
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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 

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

