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                                                             2016 年 3 月 2 日 
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(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：[646]、[647]、[648]、[649]、[650]、[651]、[652]、[653]及び[654] 
上記 2015 年 6 月 4 日の日付は、その Q&A が作成された日付ではなく、ECHA の Q&A 
website のレイアウトが再編成された日付である。その内容が実際に改訂された日付は 
それ以前であるが、現状では、もはやその履歴を確認することはできない。 
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Evaluation 

(原文) 

[646] What is the aim of the strategy for targeted compliance checks (CCH)? 

 

The strategy aims to systematically target dossier elements that are immediately relevant for the safe 

use of the substance. The chances of non-compliant dossiers being picked up for compliance check 

are higher. This approach encourages registrants to comply with REACH and to improve their 

chemical safety assessments. Targeted compliance check approach has been developed in 

consultation with the Member State competent authorities (MSCAs) and results in an improved 

quality control of the dossiers. 

REACH   

Restriction 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[646] 的を絞った順守確認(CCH)に対する戦略の狙いは何か？ 

 

物質の安全使用に直接、関連する一式文書の要素に体系的に的を絞ることが戦略的狙い 

である。非順守の一式文書が順守確認のために取り上げられる可能性は高い。 

これらのアプローチは登録者が REACH に順守して自分たちの化学品安全性アセスメント

を改善することを促している。的を絞った順守確認のアプローチは加盟国所管当局

(MSCAs)と相談して開発され、一式文書の品質管理が改善される結果をもたらしている。 

 

 

(原文) 

[647] How does it work in practice? 

 

ECHA and the Member State competent authorities identify information requirements relevant for 

the safe use of chemicals. Then, using IT-tools, ECHA screens all submitted registration dossiers in 

its database to identify those dossiers which may be non-compliant based on this concern-driven 

approach. The specific endpoints in selected dossiers are evaluated under the compliance check 

process. 

REACH   

Restriction 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 
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(仮訳) 

[647] それは実際にはどのように機能するのか？ 

 

ECHA 及び加盟国所管当局は化学品の安全使用に関連する情報要件を特定する。次に、 

懸念によって決定される取組に基づいて非順守のこともある一式文書を特定するために、

ECHA は、IT ツールを使用して、そのデータベースにあるすべての提出された登録一式文

書をふるいにかける。 

選択された一式文書における特定のエンドポイント(評価項目)はその順守確認プロセスの

下に評価される。 

 

 

(原文) 

[648] Is ECHA only performing these concern-driven, targeted compliance checks? 

 

No. The targeted compliance check approach just complements ECHA's compliance check activities. 

Random selection of registration dossiers for overall compliance check continues in combination 

with a substantial number of targeted compliance checks. 

REACH   

Evaluation 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[648] ECHA はこれらの懸念によって決定される的を絞った順守確認しか実行していない 

のか？ 

 

いやそうではない。この的を絞った順守確認のアプローチは ECHA の順守確認活動をただ 

補完するだけである。全体的な順守確認のための登録一式文書の無作為の選択は、相当な

数の的を絞った順守確認と組み合わされて継続する。 

 

 

(原文) 

[649] ECHA must check at least 5% of the registration dossiers. How likely is it that a dossier will 

be checked in a targeted compliance check? 

 

The chance that a non-compliant dossier is selected is very high. Using the targeting approach, 

ECHA screens all submitted registration dossiers. Dossiers submitted outside of a joint submission 
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and dossiers with obviously incomplete essential elements (e.g. incomplete CSR) will be 

automatically selected for compliance check. 

REACH   

Evaluation 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[649] ECHA は登録一式文書の少なくとも 5%を確認しなくてはならない。ある一式文書が

的を絞った順守確認においてチェックされる可能性はどのくらいだろうか？ 

 

ある非順守一式文書が選択される可能性は非常に高い。その的を絞ったアプローチを使用

して、ECHA はすべての提出された登録一式文書をふるいにかける。 

共同提出の外部から提出された一式文書及び明らかに必須要素が不完全な一式文書(例え

ば、不完全な CSR)は、順守確認に対して自動的に選択される。 

 

 

(原文) 

[650] What happens if my dossier is selected for targeted compliance check? 

 

If the selected endpoint in your dossier is found to be compliant with the standard information 

requirements, there will be no further administrative action. If the selected endpoint of your dossier 

is found to be non-compliant, you will receive a draft decision from ECHA. You may receive 

multiple draft decisions on the same dossier. 

REACH   

Evaluation 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[650] 自分の一式文書が的を絞った順守確認のために選ばれたら一体、どうなるのか？ 

 

あなたの一式文書における選択されたエンドポイント(評価項目)が標準の情報要件に順守

していることが判った場合、追加の行政措置はない。 

あなたの一式文書の選択されたエンドポイント(評価項目)が非順守であることが判った 

場合、あなたは ECHA からの決定草案を受理する。あなたは同じ一式文書に関しての多数

の決定草案を受理することもある。 
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(原文) 

[651] If I get a draft decision from ECHA, does that mean that ECHA has checked the entire dossier 

and found it non-compliant? 

 

No. Issuing a compliance check draft decision does not necessarily mean that ECHA has checked the 

entire dossier. REACH does not limit the number of compliance checks, thus if there are more non-

compliances, you may receive multiple draft decisions on the same dossier. 

 

Registrants will be able to provide their views on the intended information request. The decision 

becomes effective only after completion of the decision making procedure involving the Member 

States. 

REACH   

Evaluation 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[651] ECHA から決定草案を受理する場合、そのことは ECHA がその一式文書全体を確認

してそれが非順守であることを発見したことを意味するのか？ 

 

そうではない。順守確認の決定草案を発行することは、ECHA がその一式文書全体を確認

したことを必ずしも意味しない。REACH は順守確認の回数を限定していない。 

それ故、更に非順守がある場合、あなたは同じ一式文書に関して多数の決定草案を受理 

することもある。 

 

登録者は対象とする情報要件に関して自分の見解を示すことができる。加盟国を巻き込ん

だ意思決定手続きが完了した後に初めて、その決定が有効になる。 

 

 

(原文) 

[652] By when is it possible to submit new data to ECHA so that it will still be taken into 

consideration for the compliance check evaluation? 

 

The preparation of a draft decision after a compliance check of a dossier follows the timelines set in 

Articles 50 and 51 of the REACH Regulation. 
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When the draft decision is sent to the registrant, the registrant has 30 days to comment. The 

commenting period for the registrant starts from the day of the receipt of the draft decision via 

REACH-IT. ECHA will take the comments and possible dossier update into account and may amend 

the draft decision accordingly or even stop further administrative action in case the update fully 

addresses the non-compliance. 

 

ECHA will notify the Member State competent authorities (MSCAs) of the draft decision without 

undue delay after consideration of any comments received. After the MSCAs have been notified of 

the draft decision, ECHA does not take into account any updates of the registration dossier submitted 

by the registrant in this decision making procedure. 

 

In practice, this means that only updates submitted at the latest during the registrant's commenting 

period are taken into consideration in the compliance check evaluation processes. 

 

The reason for this is that Article 51 of the REACH Regulation sets deadlines for the decision-

making which cannot be put on hold once ECHA's draft decision has been referred to the MSCAs. 

The REACH Regulation provides strict timelines for the MSCA proposals for amendment, the 

referral to the Member State Committee (MSC), the comments from the registrant on the proposals 

for amendment and for the agreement-seeking on the draft decision by the MSC. It is therefore of 

key importance that the factual basis for the decision-making, i.e. the registration dossier subject to 

the regulatory action does not change during this stage of the decision-making process. 

 

Any updates of the registration that contain information relevant for the endpoints addressed will be 

taken into account in the phase of following up to the final dossier evaluation decisions (Article 42 

of the REACH Regulation). 

REACH   

Evaluation 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[652] 順守確認評価のために更にそれが考慮されるように、新しいデータを ECHA に提出

することは何時まで可能なのか？ 

 

一式文書の順守確認の後の決定草案の作成は、REACH 規則の第 50 条及び第 51 条に規定

されているスケジュールに従う。 
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決定草案がその登録者に送付された場合、その登録者はそれにコメントする期間が 30 日

ある。その登録者がコメントする期間は、REACH-IT 経由でその決定草案を 

受理した日から開始される。ECHA はそのコメントを受け止めて、見込まれる一式文書の

改訂を考慮して、そして、その改訂がその非順守に十分に取り組んでいる場合は、 

それに応じてその決定草案を修正したり又は追加の行政措置停止することもある。 

 

すべての受理したコメントを考慮した後に遅滞なく、ECHA はその決定草案を加盟国所管

当局に通知する。加盟国所管当局がその決定草案を通知された後は、ECHA はこの意思決

定手続きにおいてその登録者によって提出された登録一式文書のいかなる改訂も考慮し 

ない。 

 

実際問題として、このことは、その登録者のコメント期間の間に最も後に、提出された 

改訂だけがこの順守確認評価プロセスにおいて考慮されることを意味する。 

 

この理由は、一旦、ECHA の決定草案が加盟国所管当局(MSCAs)に付託されたら、保留 

することができない意思決定のための期限を、REACH 規則の第 51 条が規定している 

からである。修正のための MSCA の提案、加盟国専門委員会(MSC)への付託、修正のため

の提案に関する登録者からのコメント及び MSC による決定草案に関する合意の請求に 

対して、REACH 規則は厳しいスケジュールを規定している。それ故に、意思決定のため

の実際上の根拠、即ち、その規制措置を受ける登録一式文書は、その意思決定プロセスの

この段階の間に変更しないことが極めて重要である。 

 

取り組まれたエンドポイント(評価項目)に関連する情報を含む登録のいかなる改訂も最終

の一式文書評価決定まで後に続いて起きる段階において考慮される(REACH 規則の第 42

条)。 

 

 

(原文) 

[653] Is there any differences in the administrative part of the targeted compliance check strategy? 

 

Yes. ECHA does not foresee an opportunity for informal communication during the registrant's 30-

day commenting period. ECHA is however organising a series of webinars providing tips and hints 

on how to bring registration dossiers in compliance with REACH, as the issues addressed in such 

targeted compliance checks are quite similar to each other. Otherwise, the registrants have the same 

opportunity to submit written formal comments (30-day commenting period) for both the draft 

decision and proposals for amendment and to participate possibly at the Member State Committee 
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(MSC) meetings. 

REACH   

Evaluation 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[653] 的を絞った順守確認戦略の行政上の役割において何か違いがあるでしょうか？ 

 

違いがある。ECHA は、その登録者の 30 日間のコメント期間の間には非公式な連絡のため

の機会を想定していない。しかしながら、そのような的を絞った順守確認において取り組

まれた問題が互いに他とよく類似しているので、ECHA は登録一式文書を REACH に順守

させるやり方に関する秘訣やヒントを提供する一連の webinar を企画している。 

それ以外の場合は、登録者は、決定草案及び修正提案の両方に対して、書面による公式な

コメントを同じように提出する、及び MSC 会議にもしかすると同じように参加する機会

を有する。 

 

 

(原文) 

[654] What are the target endpoints ECHA is screening in the dossiers? 

 

Dossiers submitted outside of a joint submission and dossiers with obvious incomplete essential 

elements (e.g. incomplete CSR) will be automatically selected. Furthermore, the ultimate goal is to 

focus on those endpoints that matter for human health and the environment with special emphasis for 

those which are related to the Persistent, Bioaccumulative and Toxic (PBT) or Carcinogenic, 

Mutagenic or Toxic to reproduction (CMR) status of a substance. 

REACH   

Evaluation 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[654] ECHA が一式文書においてふるいにかける的を絞ったエンドポイント(評価項目)は 

何か？ 

 

共同提出の外側から提出された一式文書及び明白に不完全な必須要素(例えば、不完全な

CSR)を持つ一式文書は、自動的に選択される。更に、究極の目標は、物質の PBT 又は

CMR の状態に関係しているものに重点を置いて、人の健康及び環境に問題になるエンドポ
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イント(評価項目)に重点的に取り組むことである 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
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http://echa.europa.eu/

