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2017 年 11 月 10 日（金）東京 

EU・トルコ・韓国の化学品規則最新情報セミナー 

東京会場講師： Peter Godfrey 氏   英国 RSK ADAS Ltd. 

東京会場講師： Lee Su-Jung（イ・スジョン）氏 韓国 RGB ケミカル（株） 

 

2017 年 11 月 14 日（火）大阪 

EU・トルコの化学品規則最新情報セミナー 

大阪会場講師： Peter Godfrey 氏     英国 RSK ADAS Ltd. 

 
（注）東京会場と大阪会場では講師・講演内容が一部異なります 

主催： 株式会社リプレ 
 

1. EU REACH の最新動向（Peter Godfrey 氏 逐次通訳） 
 
REACH の 2018 年 6 月の登録期限以降の注意点。 

2018年5月31日のREACH登録期限を過ぎると、REACHの終了を意味する印象がありますが、

実際はそうではありません。ECHA は、手作業によるチェックを含めすべての書類の 40％まで

書類チェックを増加させ、基本的なデータ要件を満たさない多数のドシエ（提出書類）について、

正式な更新要求を発行します。CoRAP は継続し、より多くの物質が候補リストに追加され認可

と制限の対象になります。REACH Enforce projects（取り締まり）は継続し SIEF は依然として

Letters of Access の要求に対処しなければなりません。 

 

特に航空宇宙産業や自動車産業にとって重要な Orphan（孤児の）物質の産業上の懸念として、

重要な少量の物質が登録されないことがあります。これらは特定の製造プロセスにとって重要な

物質かもしれませんが、登録費用は販売利益に対して正当化されない場合があります。いくつか

の企業は登録するとしながら、最後の段階で手を引く可能性があります。それらの物質は放棄さ

れたため、孤児と呼ばれています。講師はスライドで問題を議論し、短期的に可能な選択肢を提

案します。 
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REACH/CLP の査察・取り締まり。 
英国の HSE 取り締まり活動に関する報告書が公開される予定です。CEA は、SDS および ext-

（拡張）SDS に関する REACH 取り締まり活動について、加盟国当局からの要求に的確に対応

し十分な情報を取得しています。SDS と ext-SDS に関する OR の責任範囲についての議論があ

り、ECHA からの明確な見解が期待されています。 

 

英国の EU 離脱と REACH。 
本件は進行中であり、政府の立場は明確ではありません。政府は自身にとって煩わしさの少ない

「英国」REACH を推していましたが、業界は「英国」REACH と「EU」 REACH の両方を個々

に遵守することを望まず反対しました。現在の提案は相互承認寄りです。これは英国が依然とし

て ECHA の下に留まることを意味し、右翼の英 EU 離脱（賛成）派の政治家はこれを好まない

でしょう。しかし、この状況では、英国に拠点を置く OR 各社は依然としてその役割を果たすこ

とができます。講師は化学業界の状況に関する最新情報を提供します。2017 年 10 月 18 日に、

DEFRA（英国政府機関）と REACH クロスセクターグループとの会議が開催されます。講師は

その会議からの最新の情報を提供する予定です。状況は非常に流動的です。 

 

2. KKDIK（トルコ REACH）の最新動向（Peter Godfrey 氏 逐次通訳） 
リプレおよび CEA 社と提携関係にあるトルコのコンサルタント CRAD 社提供の情報に基づき、

トルコ REACH について解説します。トルコの環境都市計画省（Ministry of Environment and 

Urban Planning）は、2017 年 6 月 23 日付けの官報に No：30105（Bis）として KKDIK を公告

しました。EU REACH 同様、年間 1 トン以上の物質が対象です。予備登録期限は 2020 年 12 月

31 日で、登録期限は 2020 年 12 月 31 日から 2023 年 12 月 31 日までの期間です。EU REACH

と異なり、数量による登録期限の違いはありません。この公告により、CICR (Chemical Inventory 

and Control Regulation 27092)が廃止されます。 

 

3. 韓国化評法（K-REACH）の現状と今後の改正の動向（イ・スジョン氏 日本語） 
 （注）この講演は東京会場のみです。 

(1) 化評法及び下位法令の改定現況と今後の対応方向について 

化評法は 2015 年 1 月 1 日に施行され、運用を進める中でさまざまな問題点が指摘されてきまし

た。それを受け、2016 年末に化評法改正案が発表され、その後パブリックコメントを経て政府

案が確定し、現在は国会通過を待つところとなっています。登録が必要となる既存化学物質の対

象を広げるなど、かなり大きな改正内容となっており、韓国内の製造・輸入者や韓国国外の輸出

者への大きな影響が懸念されます。これらの現況および今後の対応について解説します。 

(2) 化評法共同登録の推進現況 

2015 年 7 月 1 日に公表された登録対象既存化学物質（510 物質）について、共同登録が進めら

れており、登録期限が 2018 年 6 月 30 日に迫っています。推進現況について解説します。 
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(3) 新規化学物質の登録及び登録免除の申請時の注意点 

新規化学物質の登録及び登録免除の申請について、経験に基づいた注意点などを解説します。 

 

講師紹介 
 

◆ ピーター ゴドフレイ Peter Godfrey 氏 （注）東京および大阪会場で講演 
RSK ADAS Ltd. ケンブリッジ環境アセスメント部門 (CEA) REACH 総責任者 
前職を通じ化学業界において実験室から製造・販売、上級管理職まで 30 年以上の経験を有する。  

REACH には 2002 年の草案時から関わり既に十数年の経験を持つ。 

企業の化学法規順守の重要性をよく理解し、ECHA および英国当局 HSE を含む規制 当局への対応に

豊富な経験を持つ。 

彼の知識は、REACH、CLP および EU 化学品規則のあらゆる分野（SIEF、コンソーシアム、登録、

ドシエ、ばく露シナリオ、SVHC、 vPvB/PBT、IUCLID、SDS、CLP 届出、セベソ、バイオサイド

規則、化粧品規則など）を網羅しており、日本でも数多くの企業にコ ンサルタ ント業務を提供して

いる。 

来日は 10 回を超え、企業の立場をよく理解した実践的な講演には定評がある。 

ケンブリッジ環境アセスメント（CEA）の属する RSK ADAS Ltd.は、英国最大級の環境に関するプ

ロバイダー、コンサルタント企業である。 

CEA は英国 REACH クロス(X)セクターグループの正会員企業であり、彼は会議への参加メンバーで

ある。 

 
◆ イ・スジョン Lee Su-Jung 氏  （注）東京会場のみ講演 
韓国 RGB ケミカル（株） 
2008 年から従来の有害化学物質管理法、産業安全保健法による新規化学物質の登録・有害審査免除、

GHS 対応 SDS の作成、また、政府研究事業、化学物質企業のコンサルティング業務、化学物質データ

ベースの構築など、化学物質に関連した幅広い経験を重ねてきた。K-REACH では日本企業の代理人と

して選任され、新規化学物質の登録、R&D や高分子の登録免除、共同登録協議体参加などを含め豊富な

実務経験を持つ。彼女の流暢な日本語と日本への深い理解は、日本企業との円滑で迅速なコミュニケー

ションに大きく貢献している。 

RGBケミカルはRSK ADAS Ltd. ケンブリッジ環境アセスメント部門 (CEA) およびリプレと提携関係

にある。 
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会場・日時・受講料・お申込み 
 
●東京会場  
EU・トルコ・韓国の化学品規則最新情報セミナー 
日時 2017 年 11 月 10 日（金） 13:00-17:00（開場 12:45） 
東京都中央区日本橋兜町 13-1 兜町偕成ビル別館 3 階（地下鉄茅場町駅すぐ） 
受講料（お申し込み後、請求書を発行いたします） 
東京会場 20,000 円/人（消費税別） 
（注）東京会場と大阪会場では講師・講演内容が一部異なります。 
 

●大阪会場  
EU・トルコの化学品規則最新情報セミナー 
日時 2017 年 11 月 14 日（火） 13:30-16:30（開場 13:15） 
大阪市北区曽根崎 2-12-4 コフレ梅田 8 階（地下鉄東梅田駅すぐ） 
受講料（お申し込み後、請求書を発行いたします） 
大阪会場 16,000 円/人（消費税別） 
（注）大阪会場では「韓国」に関する講演は行われません。 
 
1 社 2 名以上同時申込の場合、1 名につき 3,000 円引き。 
 
●お申込みは、下記にご記入の上、株式会社リプレ カスタマーサービス 

customerservice@repre.net 宛にメールにてお申込みください。 
申込締切は各講演の前日 15 時。 
 
参加会場： 東京 または 大阪 
参加人数： 
会社名： 
住所：〒  
所属： 
氏名： 
メール： 
電話： 
 

＊本セミナ―はメーカー様および商社様を対象としております。 

＊会場の収容、その他の諸事情により、お申込みいただいたにもかかわらず、応じられない場合がありますことをご了

承ください。  
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