
【環境】REACH 規則  
 

より安全な化学物質の使用のための REACH システム（欧州） 
―よくある質問― 

 
Q1： REACH とは何か？ 
A1：化学物質の登録、評価、許可、制限に関する規則（Registration, Evaluation, 

Authorization and Restriction of Chemicals: REACH）は、欧州連合（European 
Union: EU）内における化学物質の安全な使用を確保するためのシステムである。

同システムは、2007 年 6 月 1 日に発効した EU 法に基づき設置されたもので、新規

または既存の化学物質を扱うための単一規制システムとして構築された。REACH
は、特定の化学物質に付随するリスクに関して、従来見受けられた知識のギャップ

を埋めることを目指しており、また、許可システムを通じて危険な化学物質をより

安全な化学物質へと順次置き換えてゆくことを奨励するものである。REACH は、

化学物質のリスク管理、専門知識を持つユーザーに対する適切な安全情報の提供、

また、 も有害な化学物質については消費者に対する適切な安全情報の提供に関し

て、企業に一層大きな責任を負わせるものである。 
 
Q2：REACH により、主にどのような便益を受けるのか？ 
A2： REACH の主な便益は、化学物質の危険やリスクをより体系的に特定することであ

る。これにより、産業が適切なリスク管理措置を取ることができるようになり、必

要な場合には、加盟国の公的機関がさらなる規制措置を導入することもできるよう

になる。 
 

このことは、化学物質への暴露を原因とする健康問題を予防することに役立ち、

しかも、国家の医療財政を節約しつつ病気の発症率を軽減し、死亡を回避できるよ

うになるだろう。 
 
より一層多くの化学物質が REACH に導入されるにつれ、このような便益が徐々

に浸透するとみられる。量的に評価することは難しいものの、環境やヒトへの健康

に対する全体的な便益は、総じて非常に大きいと予測されている。2003 年の欧州委

員会影響評価には、実践的なシナリオが掲載されている。このシナリオによれば、

ヒトの健康に関する便益だけで、30 年という期間で 500 億ユーロの規模に達する。 
 

欧州の化学産業は、明確な実施期限を決めている単一 EU 規制システムから便益

を受け、さらに、自らの製品に対して消費者からより大きな信頼を得るという点で

も恩恵を受けるのである。化学物質の川下ユーザー（自らの産業活動または専門的

な活動のために物質を使用する者）は、自らの生産プロセスで用いる化学物質の安
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全な使用に関する関連情報を得られるだろう。このことは、化学物質を扱う作業員

の安全を確保することに役立つだろう。化学産業で生産される製品は、消費者や環

境にとってより安全なものとなり、また、企業が社会的責任を実践するのが容易に

なるとみられる。 
 
Q3：REACH 規則の目的は何か？ 
A3： REACH 規制の目的は、単一かつ包括的なデータベースに登録され EU 市場で入手

できる化学物質に関する安全情報を収集することにより、化学物質の安全な使用を

確保することである。年間 1 トン以上の化学物質を製造または輸入する企業は、中

央データベースに化学物質を登録しなければならない。これにより、産業は自らが

使用する化学物質に関する知識や、特定の化学物質がヒトの健康や環境に有害であ

るか否かについての知識を深めることができるようになる。このことは、 終的に、

EU 全域でのリスク評価の改善や化学物質のより安全な使用につながるのである。そ

の結果、化学物質による汚染の軽減、消費者や産業による環境に優しい選択および

よりクリーンな環境をもたらすことになろう。 
 
Q4：REACH の規制対象は何か？ 
A4： REACH は、年間に 1 トン以上 EU で製造される、または EU に輸入されるすべて

の化学物質を対象としている。REACH の下で登録されるのは、物質だけである。

しかし、REACH 規則の規定は、物質そのもの、ならびに調剤（preparations）や成

形品（articles）注1に含まれる物質の製造、販売および使用に適用される。 
 
Q5：REACH の下で、企業はどのような義務を負うのか？ 
A5： REACH は、化学物質の製造業者と輸入業者に対して、彼らが扱う物質の物理的特

性および化学的特性、ならびに健康面および環境面での特性に関する情報を取得し、

その情報を利用して物質の安全な使用方法を特定することを義務付けている。それ

ぞれの製造業者や輸入業者は、データや評価を記載した登録文書を欧州化学品機関

（European Chemicals Agency: ECHA）に提出しなければならない。 
 

危険な物質を使うすべてのユーザーは、登録文書で特定されたリスク管理措置を

通じて、また、拡大版安全データシートを用いた化学物質のユーザーとの情報交換

により、これらの化学物質の安全な利用を確保する義務がある。製造業者と輸入業

者は、年間 1 トン以上の物質を製造あるいは輸入する場合、物質を登録しなければ

ならない。登録要件は、一定の条件下（物質の意図的な販売）で、物質そのもの、

ならびに調剤や成形品に使用されている物質に適用される。登録し損なうというこ

                                                 
注1 （編集部注）preparation および article の訳語（調剤および成形品）は、中小機構で使用している訳語を

踏襲した。（参照：http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/fundamental/qa04.html および

http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/qa/006.html） 
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とは、その物質を EU 内で製造、輸入、および使用できないことを意味する。 
 

化学物質の川下ユーザーは、供給業者によって特定された、または安全データシ

ートで情報交換された危険物質に対して、リスク管理措置を実施しなければならな

い。彼らには、その物質が特定された使用法に則って使用され、また供給業者の化

学物質安全評価の対象になっているものとして登録されるよう、彼らが使用してい

る物質を製造業者に知らせる権利がある。その場合、川下ユーザーは、供給業者が

使用のための暴露シナリオを準備できるよう、十分な情報を提供しなければならな

い。あるいは、仮に、川下ユーザーが業務上の理由から化学物質の使用を秘密にし

ておきたい場合、彼らは自ら化学物質の安全性評価を実施し、その使用に関して

ECHA に報告書を提出することができる。 
 
Q6：2010 年 11 月 30 日の期限は、誰に対して設定されたものか？ 
A6：2010 年 11 月 30 日という期限は、大容量（年間 1,000 トン以上）の化学物質や、

も有害な化学物質を製造、輸入する EU の企業を対象にしている。発癌性･変異原性・

生殖毒性（carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction: CMR）のある物質に

ついては、年間 1 トン以上を製造または輸入する場合に登録を要する。水生環境に

対する毒性が非常に高い物質についても、年間 100 トン以上を製造または輸入する

場合に登録を要する。 
 
Q7：期限内に物質を登録しなかった企業は、どうなるのか？ 
A7： REACH 規則第 5 条により、「no data no market（データ無くして市場なし）」の原

則が強制的に適用される。加盟国には、この原則を強制執行する責任があり、対象

企業が期限内に登録したか否かをチェックするためのシステムを有している。もし、

ある企業が期限内に物質を登録せずに、製造または販売を続けた場合、その企業は

法を侵害したことになり、処罰の対象になりうる。 
 
Q8： 何種類の物質、また、どの物質が登録されたのかについての情報は、いつになった

ら開示されるのか？ 
A8： ECHA は、今後数ヶ月は登録文書の処理に忙殺されるとみられるが、REACH 規則

によれば、2011 年 2 月末までに作業を完了しなければならない。したがって、その

ころまでには登録された物質の数がより正確にわかるだろう。ただし、新規の物質

がまだ登録される可能性があり、文書の不備が原因で登録が先送りされるものもあ

るだろう。 
 
Q9：この一次登録から、どのような情報を得ることができるのか？ 
A9： どの化学物質が第一登録期限の基準を満たして現在販売されているか、またどの位

の量が販売されているかについて知ることができる。そして、こうした化学物質の
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使用目的、これらの化学物質に付随するリスク、あるいは化学物質を安全に扱うた

めのリスク管理法もわかる。登録文書に含まれるすべての安全情報は、サプライチ

ェーン（川下ユーザー）に伝えられなければならない。川下ユーザーは、REACH 登

録ナンバーが記載されている安全データシートを受け取ってから 1 年以内に、安全

な使用のための要件を遵守する必要がある。 
 

この情報は、ECHA が運用している中央データベースから入手可能である。デー

タベースは、登録数が増えるにつれて拡大していく。REACH 登録により、産業全

体で保有しつつも欧州中のそれぞれの企業間で分割されている知識を、一元化でき

るようになるのである。今日では、こうした情報が ECHA に集められている。こう

したことは、世界でも新しくユニークなのだ。 
 
Q10：企業が成功裏に物質を登録した後はどうなるのか？ 
A10： ECHA はまず、提出された文書が揃っているかチェックしてから登録ナンバーを

割り当てる。この初期チェックでは、提出されたデータの質やデータが十分であ

るか否かの検討は行わない。REACH は、データの質に対する評価は登録プロセ

スとは別に、評価と呼ばれるプロセス（REACH の E）で実施されると規定してい

る。 
 

REACH は、三つの注目すべき目的を達するために、三つの独立した評価プロセ

スを明らかにしている。 
 

①登録者が提出した情報が法的要件を遵守しているか否かをチェックするため

に、遵守チェックが行われる。 
②不必要な動物実験を回避するために、すべての試験提案（testing proposal）

が検討される。登録者は、試験提案の提出により特定の実験を行う際に許可

を取得しなければならない。試験提案が動物実験を含む場合、一般からの意

見を求めなければならない（パブリック・コンサルテーションの実施）。 
③物質の評価は、ある物質の使用がヒトの健康や環境に害を与えるか否かを明

らかにすることを目的としている。加盟国と連携して、ECHA がそのような

物質を決定する。物質は、優先順位基準、有害性の考慮、暴露および量に応

じて評価される。 
 
Q11：登録プロセスは、産業にどのような影響を与えるか？ 
A11： 登録については何年も前からわかっていたことであり、大企業は、REACH が発効

してすぐ、場合によってはそれ以前から登録文書作りを始めていた。これより小規

模な企業や、自らは化学産業に属さないものの業務上化学物質を使用する企業は、

大企業より遅れて文書作りにとりかかったと思われる。REACH は、データ収集に
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ついて数多くの作業を求めている。これには、供給者と消費者との間の情報交換チ

ャネルの使用を開始あるいは強化して、特定の物質の使用目的を明らかにすること

などが含まれる。しかしこのことはまた、物質情報交換フォーラム（Substance 
Information Exchange Forums: SIEF）注2におけるデータ交換と結果の検証を意味

していたのである。これにより、同じ物質を登録しなければならない企業はすべて、

データと費用を共有する。このプロセスは、物質の使用および物質の安全性に関す

る新たな知見をもたらした。登録には膨大な量の作業が必要であるが、登録するこ

とにより、物質の使用がより安全になり、サプライチェーンの中で情報交換が改善

することになるのである。 
 
Q12：次の登録期限はいつか？ 
A12：2013 年 5 月 31 日 ― 100 トン以上を製造、輸入する物質の登録期限 

2018 年 5 月 31 日 ― 1 トン以上を製造、輸入する物質の登録期限 
期日前に登録することは、もちろん可能である。すべての新物質は、販売の前に

登録されなければならない。 
 
Q13：REACH 許可プロセスとはどのようなもので、実際にはどのように機能するのか？ 
A13：許可とは、企業が使用、および販売の権限を取得しない限り、物質がもはや使用さ

れたり、販売されたりしないことを意味する。許可の対象になる物質は、REACH 付

属文書 XIV にリストされる予定である。 
 

許可システムは、許可された物質のリスクが適正に管理され、経済的、技術的に

可能な場合には、これらの物質が徐々に適切な代替物質や技術に置き換わってゆく

のを確保しようとするものである。 
 

特に、ヒトや環境への暴露がかなり制限され、リスクが十分に管理できるような

活用法が存在する可能性がある。また、適切な代替物が存在しない場合に、そのよ

うな物質の使用が、使用に伴うリスクを凌駕するような社会経済的便益をもたらす

可能性がある（たとえば設備や機器の安全性の確保）。こうしたケースでは、許可が

与えられる予定である。 
 

発癌性･変異原性・生殖毒性のある特定の物質（いわゆる CMR 物質）について

は、申請者が、当該物質の使用によるリスクが十分に管理できることを示した場合

に、許可が与えられる。このことは、科学者が「安全な閾値」（それ以下の量では、

                                                 
注2 物質情報交換フォーラム（Substance Information Exchange Forums: SIEF）は、同じ物質を登録しよう

とする登録者を支援するフォーラムで、企業間のデータ共有を促進し、不必要な実験の重複を回避し、分

類や表示についての参加者間の合意を促進するものである。参加者は、自らの情報に関する他の参加者か

らの問い合わせに応えなければならず、また、要請に応じて既存データを他の参加者に提供しなければな

らない。（参照：SIEF Duties（http://echa.europa.eu/sief/sief_sief_en.asp）） 
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物質が人体や環境に悪影響を及ぼさない）に合意できることを意味している。十分

な管理ができない他の CMR 物質、難分解性、生物蓄積性、毒性のある（persistent, 
bio-accumulative or toxic: PBT）物質および極難分解性・極生物蓄積性の（very 
persistent and very bio-accumulative: vPvB）物質については、それより安全性の

高い代替物質が存在せず、かつ、こうした物質の使用による社会経済的便益がリス

クを凌駕する時にのみ、許可が与えられる。 
 
Q14：「 候補リスト」とはどのようなもので、いくつの物質がリストされているのか？ 
A14：「候補リスト」は、REACH 許可プロセスにおけるステップの一つで、高懸念物質

（substances of very high concern）のリストである。リストされる物質は、欧州

委員会または加盟国により候補に挙げられ、パブリック・コンサルテーションを経

て ECHA により決定される。これらの物質は、後日許可の対象になる可能性があ

る。現時点では、リストに掲載されているのは 38 の物質である。2012 年末までに、

その数は 135 になると考えられる。 
 

「候補リスト」は、消費者や小売業者にとって参照すべき一覧表になりうる。「候

補リスト」に掲載されている物質がある製品に含まれているか消費者から問い合わ

せがあった場合、小売業者は REACH の下で返答する法的義務を負う。 
 
Q15：最も危険な物質はどのようなものか？ 
A15：高懸念物質は以下の通りである。 

・発癌性物質（カテゴリー1a および 1b） 
・変異原性物質（カテゴリー1a および 1b） 
・生殖毒性物質（カテゴリー1a および 1b） 
・難分解性、生物蓄積性、毒性のある物質（PBT） 
・極難分解性・極生物蓄積性物質（vPvB） 
・たとえばホルモンシステムを撹乱するなど、上記物質と同等の懸念を引き起こす

ことが科学的証拠により証明された物質（内分泌撹乱物質） 
 
Q16：REACH は、より安全な代替物質への技術革新やそのような物質の開発をどのように促

進するのか？ 
A16：REACH の目的の一つは、産業の競争力を強化するために、研究、開発および技術

革新を推進することである。以下の通り例示する。 
・製品やプロセスの開発を目指した研究（product and process-oriented R&D: 

PPORD）における物質の使用は、 大 5 年間は登録する必要がない。物質が専ら

医薬品の開発に使用されている場合には、 大 5 年間延長することができる。ま

た、物質が販売されない場合には、特定の条件下で 大 10 年間延長することがで

きる。 
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・1 トン/年という REACH の登録の閾値は、従来の規制システムにおける新規物質

用の閾値（10kg）に比べると、緩いものである。 
・新規物質の登録費用は、従来の規制システムにおける告知費用に比べて著しく低

いものである。 
・告知より登録の方が時間短縮になるため、販売までの時間も短縮できるだろう。 
・高懸念物質の許可要件は、企業に、より安全な代替物質のための研究を促す。 
・新規物質と既存物質との区別が撤廃されることになる。 

 
Q17：REACH には、いくら費用がかかるのか？ 
A17：化学物質の製造業者および輸入業者にとっての試験・登録費用―2003 年の欧州委員

会影響評価によれば、化学産業が REACH のために支払う直接的費用は 11 年という

期間で総額 23 億ユーロになると推定されている。 
 

川下ユーザーにとっての費用―2003 年の欧州委員会影響評価によれば、化学物質

の川下ユーザーにとっての費用は、5～13 億ユーロと推定されている。この金額は、

生産を継続しても利益を得られないという理由で物質の 1～2％が市場から撤退する

という仮説を踏まえたものである。産業が川下サプライチェーンにおける代替費用

の増加に直面した場合、この費用は 17～29 億ユーロに跳ね上がる可能性がある。 
 

費用総額―2003 年の欧州委員会の提案から、化学産業および川下ユーザーにとっ

ての費用総額は、28～52 億ユーロになると推定されている。マクロ経済学の視点に

立つと、EU の国内総生産（GDP）縮小という点での全体的な影響は極めて限られ

ると予測されている。一方で、産業の競争力を守りつつもヒトの健康や環境の保護

を著しく改善するという点で、REACH は貢献するだろう。REACH により、ヘル

スケアおよび汚染管理の面で、官民ともに大幅に節約ができるようになろう。 
 
詳細 

REACH に関する一般的な情報 
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm 

 
ECHA のホームページ 

http://echa.europa.eu/home_en.asp 
 
 

翻訳： NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
出典：本資料は、欧州委員会の以下の記事を翻訳したものである。 
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REACH system for safer use of chemicals – frequently asked questions 
（ http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/631&format=H
TML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en） 
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