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Substance Identification 

(原文) 

[704] Why do I need to provide analytical information for my substance? 

 

This information is needed to verify the composition of your substance and to ensure that the 

chemical identifiers, such as IUPAC name or CAS number, are appropriate. 

REACH  

Substance Identification 

Version 2.0  

Latest update 02/09/2015 

(仮訳) 

[704] 自分の物質に対して、何故、分析情報を提供する必要があるのか？ 

 

この情報は自分の物質の成分を検証することと、IUPAC 名称又は CAS 番号のような、 

化学的識別子が適切であることを保証するために必要とされる。 

 

 

(原文) 

[705] What spectral data does ECHA require? 

 

ECHA requires, as a minimum, ultra-violet (UV), infra-red (IR) and nuclear magnetic resonance 

(NMR) spectra (Annex VI section 2.3.5, REACH). You can also provide a mass spectrum in place of 

an NMR spectrum. For some substances, this information is not sufficient or appropriate and, in such 

cases, you need to provide other types of spectral data. For example, in the case of inorganic 

substances, X-ray diffraction (XRD), X-ray fluorescence (XRF) or atomic absorption spectroscopy 

(AAS) are likely to be more appropriate techniques. 

REACH  

Substance Identification 

Version 2.0  

Latest update 02/09/2015 

(仮訳) 

[705] ECHA はどのようなスペクトルデータを要求するのか？ 

 

ECHA は、最低限として、紫外吸収(UV)、赤外線(IR)及び核磁気共鳴(NMR)スペクトルを

要求する(REACH 附属書Ⅵ セクション 2.3.5)。NMR スペクトルの代わりに 

マススペクトルを提供することも可能である。ある物質にとっては、この情報では十分又
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は適切ではない。そのような場合、他のタイプのスペクトルデータを提供する必要が 

ある。例えば、無機化合物の場合、Ｘ線回折(XRD)、蛍光Ｘ線又は原子吸光分析(AAS)がよ

り適切な技術となる可能性がある。 

 

 

(原文) 

[707] When my substance contains an anionic and cationic part, do I have to provide analytical data 

for the identification of each ion? 

 

Yes.  To confirm the presence of the ions, you need to provide analytical data for the identification 

and quantification of each ion. 

REACH  

Substance Identification 

Version 1.1  

Latest update 02/09/2015 

(仮訳) 

[707] 自分の物質がアニオン性部及びカチオン性部を含む場合、個々のイオンの同定のた

めの分析データを提供しなくてはならないか？ 

 

そうである。そのイオンの存在を確認するために、個々のイオンの同定と定量化のための

分析データを提供する必要がある。 

 

 

(原文) 

[708] Is it possible to get access to the analytical information of other (potential) registrants? 

 

No.  ECHA protects the confidentiality of the analytical information submitted by (potential) 

registrants. 

REACH  

Substance Identification 

Version 2.0  

Latest update 02/09/2015 

(仮訳) 

[708] 他の(潜在的)登録者の分析情報へアクセスすることは可能か？ 

 

否、そうではない。ECHA は(潜在的)登録者によって提出された分析情報の機密を保護 
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する。 

 

 

(原文) 

[709] Do I need to give a description of the manufacturing process for the identification of my 

UVCB substance, and, if yes, to what level of detail? 

 

If your substance is a UVCB, you need to describe the manufacturing process, as the chemical 

composition alone is not sufficient to identify this type of substance. The level of detail depends on 

the type of process. 

 

Typically, you should provide information on the following points: 

 > identity of starting materials and/or source, including their ratio; 

 > reaction type and scheme (identification of each individual process or synthesis step); 

 > any relevant process parameters, such as temperature, pressure or pH values; 

 > purification and isolation steps; 

> "end of reaction” values, such as pH-value, viscosity, iodine number or acid number. 

REACH  

Substance Identification 

Version 2.0  

Latest update 02/09/2015 

(仮訳) 

[709] 自分の UVCB 物質の同定のために製造工程について説明する必要があるのか そし

て、そうである場合、どのレベルまで詳細にするのか？ 

 

その物質が UVCB である場合、その製造工程を説明する必要がある。その化学成分だけで

はこの物質の種類を特定するには不十分だからである。詳細のレベルは 

その工程の種類に依存する。 

 

概して、以下の項目に関する情報を提供すべきである： 

 > その比率を含めて、出発材料及び/又は物質源のアイデンティティ； 

 > 反応の種類とスキーム(個々の個別の工程又は合成ステップの同定)； 

 > 温度、圧力又は pH 値のようななんらかの関連する工程要因 

 > 精製及び単離ステップ； 

 > pH 値、粘度、ヨウ素価又は酸価のような反応終了値 
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(原文) 

[710] What type of justification is acceptable for not submitting certain analytical data? 

 

An acceptable justification should be based on technical feasibility or scientific necessity, meaning 

robust scientific argumentation. 

REACH  

Substance Identification 

Version 2.0  

Latest update 02/09/2015 

(仮訳) 

[710] ある分析データを提出しないためにはどのような種類の理由が受け入れられるの

か？ 

 

受け入れられる理由は、堅固な科学的論証の意味がある、技術的実行可能性又は科学的必

要性に基づくべきである。 

 

 

(原文) 

[711] Does 100 % of the substance composition have to be accounted for? 

 

Yes. The sum of the typical concentrations of each constituent should add up to 100 %. 

REACH  

Substance Identification 

Version 2.0  

Latest update 02/09/2015 

(仮訳) 

[711] その物質組成の 100%が説明されなくてはならないのか？ 

 

そうである。個々の成分の代表的な濃度の合計が 100%になるべきである。 

 

 

(原文) 

[712] How do I specify unknown impurities in IUCLID? 

 

When your substance contains impurities that you are unable to identify, you need to create a generic 

reference substance dataset for them in IUCLID. In the reference substance dataset, you need to state 
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the following: 

> “unknown impurities” in the IUPAC name field; and 

> the number and the individual concentration range of each unknown impurity in the remarks field. 

 

The concentration range of unknown impurities in the substance has to be consistent with the results 

of any analysis conducted on the substance. 

 

An illustrative example on how to report unknown impurities in IUCLID is Q&A10 in the Data 

Submission Manual - Part 18 (How to report the substance identity in IUCLID 5 for registration 

under REACH), which is available at: 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13653/substance_id_report_iuclid_en.pdf 

REACH  

Substance Identification 

Version 2.0  

Latest update 02/09/2015 

(仮訳) 

[712] IUCLID において不明の不純物はどのように特定するのか？ 

 

自分の物質が自分が特定できない不純物を含有する場合、IUCLID においてそれらのため

の総称参照の物質データセットを作成する必要がある。その参照物質データセットに 

おいて、以下のことを述べる必要がある： 

 > IUPAC 名称領域において「不明の不純物」；及び 

 > 備考領域において個々の不明の不純物の数及び個々の濃度範囲 

 

その物質における不明の不純物の濃度範囲は、その物質について実施されたいかなる分析

結果とも一致しなくてはならない。 

 

IUCLID において不明の不純物を報告するし方の事例は、以下の URL で入手できる、 

データ提出マニュアルにおける Q&A 10 － パート 18 (REACH の下における登録のための

IUCLID 5 での物質の同定を報告するし方)にある： 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13653/substance_id_report_iuclid_en.pdf 

 

 

 

 

 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13653/substance_id_report_iuclid_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13653/substance_id_report_iuclid_en.pdf
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(原文) 

[713] Do I need to report concentration ranges for each constituent? 

 

Yes. You need to report concentration ranges (i.e. both minimum and maximum values) for each 

constituent. These should be representative of the substance as manufactured/imported and you can 

take them from, for example, certified specification limits that often form part of a certificate of 

analysis (CoA). It is important that the concentration ranges are realistic and do not cover different 

substances. 

REACH  

Substance Identification 

Version 2.0  

Latest update 02/09/2015 

(仮訳) 

[713] 個々の成分に対する濃度範囲を報告する必要があるのか？ 

 

そうである。個々の成分に対する濃度範囲(即ち、最小値及び最大値の両方)を報告する必

要がある。これらは製造時/輸入時のその物質の代表であるべきであり、 

例えば、しばしば試験成績書の一部を形成している認定された規格限界からそれらを得る

ことができる。その濃度範囲は現実的なものであり、異なる物質を包含していないことが

重要である。 

 

 

(原文) 

[714] Where can I find further information that would help me in complying with the requirements 

related to substance identification? 

 

When preparing your dossier to be submitted to ECHA, we recommend that you also read the 

following documents: 

 

> Guidance for identification and naming of substances under REACH and CLP: 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/substance_id_en.pdf 

 

> Data Submission Manual – Part 2 (How to prepare and submit an inquiry dossier using IUCLID 5) 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13653/how_to_prep_sub_inquiry_doss_en.pdf 

 

> Data Submission Manual – Part 18 (How to report the substance identity in IUCLID 5 for 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/substance_id_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13653/how_to_prep_sub_inquiry_doss_en.pdf
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registration under REACH) 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13653/substance_id_report_iuclid_en.pdf 

 

> REACH-IT Industry User Manual – Part 11 (Online dossier creation and submission for inquiries): 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13654/reachit_online_dossier_creation_inquiry_en.pdf 

 

> Question and answers on Substance Identification  

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

 

> Question and answers on Inquiry 

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

REACH 

Substance Identification 

Version 2.0 

Latest update 02/09/2015 

(仮訳) 

[714] 物質同定に関係した要求事項に順守する際に役立つ詳細情報はどこで見つけられる

のか？ 

 

ECHA へ提出される一式文書を作成する場合、我々は以下の文書も読むことを推奨する。 

 

>  REACH 及び CLP の下における物質の同定及び命名のためのガイダンス： 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/substance_id_en.pdf 

 

>  データ提出マニュアル－パート 2 (IUCLID 5)を使用して問合わせ一式文書を作成し提出

するし方) 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13653/how_to_prep_sub_inquiry_doss_en.pdf 

 

>  データ提出マニュアル－パート 18 (REACH の下における登録のために IUCLID 5 で物

質アイデンティティを報告するし方)： 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13653/substance_id_report_iuclid_en.pdf 

 

>  REACH-IT 産業ユーザーマニュアル－パート 11 (問合わせのためのオンライン一式文書

作成及び提出)： 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13654/reachit_online_dossier_creation_inquiry_en.pdf 

 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13653/substance_id_report_iuclid_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13654/reachit_online_dossier_creation_inquiry_en.pdf
http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas
http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas
http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/substance_id_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13653/how_to_prep_sub_inquiry_doss_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13653/substance_id_report_iuclid_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13654/reachit_online_dossier_creation_inquiry_en.pdf
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>  物質同定に関する質疑応答 

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

 

>  問合わせに関する質疑応答 

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

 

 

 

 

 

 

 

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。 
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