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(原文) 

[1195] Can the use of Anthracene Oil (AO) and Coal tar pitch, high temperature (CTPHT) in the 

manufacture of coke electrodes for the aluminium industry be regarded as the use of an 

intermediate? 

 

Yes, under the conditions specified in the reasoning provided below. 

 

Manufacturing of coke electrodes 

 

Coal tar pitch, high temperature (CTPHT - EC number 266-028-2) and Anthracene oil (AO - EC 

number 292-602-7) are used in the manufacture of electrodes for applications in electrolytic 

processes in the aluminium industry (i.e. aluminium smelters). These substances are used 

specifically to manufacture the following types of electrodes: 

> Søderberg electrodes – these are first manufactured directly in the electrolytic cell and 

subsequently used in the same cell.  

> pre-baked electrodes - they are manufactured in dedicated units and later used in the electrolytic 

cells. Electrodes manufacturing units may be located in the same site as the electrolytic cells or in 

another site. 

 

In both cases, the manufacturing process of the electrodes consists of the following stages: 

a. Mixing of the raw materials (so called filler grains usually petroleum coke or calcinated coke + 

CTPHT and/or AO)  

b. Shaping (to give the electrode the final shape which is required to fit it into the housing of the 

electrolytic cell)  

c. Baking 

 

The outcome from the baking process is "Coke", a new substance. The new substance is 

manufactured from petroleum coke or calcinated coke, AO and CTPHT that contribute to its 

structure. 

 

In more detail the baking process works as follows: 

1. Coke substances are carbonaceous materials obtained from coking processes such as baking at 

relatively high temperature. These substances are characterised by a high carbon elemental content 

and can display unique structures presenting a high carbon-to-hydrogen ratio. The exact 

composition of coke is generally complex and depends on the source used and the conditions 

applied for the coking. As a source of carbon, coke substances find applications in processes such 
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as aluminium manufacturing by electrolysis. In this specific case, CTPHT and AO are themselves 

chemically transformed into coke during the manufacturing process of pre baked and Søderberg   

electrodes. These transformations involve complex chemical reactions including polycondensation 

and polymerisation of the constituents which CPTHT and AO consist of. These reactions begin 

during the baking process in a low oxygen atmosphere at temperatures of ~400 C. The 

transformation process into coke is completed at around ~700 C with the condensation of all 

polyaromatic hydrocarbons. The transformation leads to a carbonaceous material of high carbon 

elemental content and CTPHT and AO contribute to the structure of the coke substance intended 

to be manufactured. In this case, the baking process is carried out in the presence of readily 

available coke filler grains. The result is a homogenous coke displaying specific electrical 

conductivity (a required feature for the coke to be used as an electrode) and mechanical strength. 

In this specific case, the resulting coke would in principle not have the chemical structure that 

would enable its use as a source of carbon in electrolytic processes without the combined use of 

the AO and CPTHT as precursors and readily available coke grains. 

2. The outcome from the manufacturing process (i.e. the coke electrode) is, in this specific case, a 

substance under REACH and not an article as defined in Article 3(3) of REACH. The shape of the 

electrode is decided to fit it into the housing of the electrolytic cell, which can be different from 

case to case. Furthermore, during the use of the electrode the carbon from coke is consumed. The 

specific shape, surface and design given to the electrodes during their manufacture are therefore 

less relevant for its use in the aluminium production process than its chemical composition. 

 

Regulatory analysis  

 

According to Article 3(15) of REACH, an intermediate is a substance which is "manufactured for 

and consumed in or used for chemical processing in order to be transformed into another substance 

(…referred to as synthesis)". 

 

Whenever a substance is used to achieve another function than its transformation into another 

substance (e.g. as an individual step in the production process of an article), it cannot be regarded as 

an intermediate. It is also recognised that, due to the practical nature of manufacturing processes and 

to the fiscal attributes of manufacturing sites, one or more steps between the manufacturing of a 

substance (A) and its use as an intermediate in the manufacturing of another substance (B) may be 

necessary to facilitate/ensure proper chemical processing in the synthesis of that other substance (B) 

(see Appendix IV of ECHA's Guidance on intermediates, December 2010). 

 

In the current case, if all stages a, b and c are an integrated part of the coke manufacturing process 
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installations, the use of AO and CTPHT may be considered the use as an intermediate. 

 

However, whenever the mixing of AO, CTPHT and filler grains (stage a) is not carried out on the 

same site, this may indicate that the mixing step is not performed to facilitate/ensure proper chemical 

processing in the synthesis of the coke. In that case and AO and CTPHT cannot be regarded as 

intermediates. 

Modified Date: 22/06/2016 

Topic: REACH 

Scope: Intermediate 

ID: 1195 

Version: 1.0 

(仮訳) 

[1195] アルミニウム産業用の電極用コークスの製造におけるアントラセン油及び高温コー

ルタールピッチ(CTPHT)は中間体の使用として見なすことができるのか？ 

 

以下に与えられた理由において規定された条件の下においてそうである。 

 

電極用コークスの製造 

 

高温コールタールピッチ(CTPHT - EC 番号 266-028-2)及びアントラセン油(AO - EC 番号 

292-602-7)は、電極の製造において、アルミニウム産業(例えば、アルミニウム精錬所)にお

ける電解工程での利用のために使用される。これらの物質は、特に以下の種類の電極を製

造するために使用される： 

> Søderberg 電極－これらは最初に電解槽内で直接製造され、その後同じ槽内で使用さ 

れる。 

> 予備焼成電極－それらは専用装置で製造されその後電解槽内で使用される。電極製造 

装置は、電解槽と同じ敷地又は別の敷地にあってもよい。 

 

両方の場合に、電極の製造工程は以下の段階から構成される： 

 a. 原材料の混合(所謂、賦形剤粒子、通常、石油コークス又はか焼コークス＋CTPHT 及

び/又は AO) 

 b.成形(電解槽の筐体に適合させるのに必要な最終形状をその電極に与えること) 

 c.焼成 

その焼成工程の成果が、新しい物質であるコークスである。その新物質は石油コークス又

はか焼コークスから製造される。AO 及び CTPHT はその化学構造に寄与する。 
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更に詳しくは、焼成工程は以下の通りである： 

1.コークス物質は比較的高温での焼成のようなコークス化工程から得られる炭素質材料で

ある。これらの物質は高い炭素含有量で特徴づけられ、水素に対する高い炭素比率を提

示する固有構造を示す可能性がある。コークスの正確な組成は一般的には複雑でその使

用された供給源及びそのコークス化に適用された条件に依存する。炭素の供給源とし

て、コークス物質は電解によるアルミニウム製造のような工程に応用される。この特定

の場合に、CTPHT 及び AO は、予備焼成及び Søderberg 電極の製造工程の間にそれ自身

が化学的にコークスに変換される。これらの変換には、CPTHT 及び AO を構成する成分

の重縮合及び重合を含めた複雑な化学反応が含まれる。これらの反応は～400℃の温度

での低酸素大気下で焼成工程の間に始まる。そのコークスへの変換工程はすべての芳香

族多環式炭化水素が縮合されて～700℃あたりで完了する。その変換は高い炭素含有量

の炭素質材料をもたらし、そして CTPHT 及び AO は製造される予定のコークス物質の

化学構造に寄与する。この場合、その焼成工程は、簡単に手に入るコークス賦形剤粒子

の存在下で実施される。その結果は特別な電気伝導性(そのコークスが電極として使用さ

れるのに必要とされる特性)及び機械的強度を示す均一なコークスである。この特別な場

合、結果として得られたコークスは、その前駆体としての AO 及び CPTHT 及び簡単に

手に入るコークス粒子を組み合わせて使用しなくとも電解工程において炭素の供給源と

して使用することができる化学構造を原則として持たない。 

2. その製造工程(例えば、コークス電極)からの結果は、この特別な場合は、REACH の下

における物質であり REACH 第 3 条(3)において定義されるアーティクルではない。その

電極の形状は電解槽の筐体に適合するように決められ、それはケース・バイ・ケースで

異なる可能性がある。 

更に、その電極を使用する間に、コークスからのが消費される。その製造の間にその電

極に与えられた特別な形状、表面及びデザインはそれ故、その化学構成成分よりもその

アルミニウム生産工程におけるその使用に関係することは少ない。 

 

法律上の解析 

 

REACH 第 3 条(15)によると、中間体は別の物質へ変換される(「合成」として参照する) 

目的のために製造され及び化学工程において又はそのために消費される物質である。 

 

ある物質が別の物質への変換以外の別の機能を達成するために使用される場合はいつでも

(例えば、あるアーティクルの生産工程における個々のステップとして)、それは中間体と

して見なすことはできない。製造工程の実際的な性質及び製造現場の財政的要因によりあ

る物質(A)の製造及び別の物質(B)の製造における中間体としてのその使用の間に、その別

の物質(B)の合成における適切な化学的処理を容易にする/確実にするためには一つ以上の
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ステップが必要なこともあることも認識されている。(ECHA の中間体に関するガイダンス 

2010 年 12 月の付録Ⅳを参照のこと) 

 

現状においては、a、b 及び c のすべての段階がコークス製造工程装置の統合されたもので

ある場合、AO 及び CTPHT は中間体としての使用としてみなしてもよい。 

 

しかしながら、AO、CTPHT 及び賦形剤粒子の混合が同じ現場で行われない場合はいつで

も、それがコークスの合成における適切な化学的処理を容易にする/確実にするためにその

混合ステップが実施されていないことを示唆することもある。その場合、AO 及び CTPHT

は中間体として見なすことはできない。 

 

 

(原文) 

[1196] My substance is a UVCB substance. I cannot derive any IUPAC name for it. What should I 

report in the ‘IUPAC name' field of IUCLID Section 1.1? 

 

You must report the chemical name of your UVCB substance in the ‘IUPAC name' field of IUCLID 

Section 1.1. You can find the naming conventions for deriving the chemical name of UVCB 

substances in Chapter 4.3 of the Guidance for identification and naming of substances under 

REACH and CLP. An example of a chemical name for UVCB substances is "Oligomerisation 

reaction products of formaldehyde and phenol". 

Modified Date: 23/06/2016 

Topic: REACH 

Scope: Substance Identification 

ID: 1196 

Version: 1.0 

(仮訳) 

[1196] 自分の物質は UVCB 物質である。そのための IUPAC 名称を導き出すことができな 

い。IUCLID のセクション 1.1 の IUPAC 名称フィールドに私は何を報告するべきなのか？ 

 

IUCLID のセクション 1.1 の IUPAC 名称フィールドにあなたの UVCB 物質の化学名称を報

告しなければならない。REACH 及び CLP の下での化学物質の同定及び名称のためのガイ

ダンスの第 4.3 章における UVCB 物質の化学名称を導き出すための名称変換を参照してく

ださい。UVCB 物質のための化学名称の具体例は、「フォルムアルデヒド及びフェノール

のオリゴマー化反応生成物」です。 
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(原文) 

[1197] My substance is a multi-constituent substance. I cannot derive any IUPAC name for it. What 

should I report in the ‘IUPAC name' field of IUCLID Section 1.1? 

 

You must report the chemical name of your multi-constituent substance in the ‘IUPAC name' field of 

IUCLID Section 1.1. The generic format for the chemical name is "Reaction mass of" followed by 

the name of each main constituent separated by "and". In principle, the name of the main 

constituents should follow the IUPAC rules. An example of a chemical name for multi-constituent 

substances is "Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and o-xylene". 

Modified Date: 23/06/2016 

Topic: REACH 

Scope: Substance Identification 

ID: 1197 

Version: 1.0 

(仮訳) 

[1197] 自分の物質は多成分物質である。そのための IUPAC 名称を導き出すことができ 

ない。IUCLID のセクション 1.1 の IUPAC 名称フィールドに私は何を報告するべきなの 

か？ 

 

IUCLID のセクション 1.1 の IUPAC 名称フィールドにあなたの多成分物質の化学名称を 

報告しなければならない。その化学名称に対する一般的な書式は、「及び」で分割され 

た個々の主要成分の名称を伴った「の反応マス」である。原則として、その主要構成 

成分の名称は IUPAC 規則に従うべきである。多成分物質のための化学名称の具体例は、

「エチルベンゼン及び m-キシレン及び o-キシレンの反応マス」である。 

 

 

(原文) 

[1198] Where should I report the ratio of isomers present in my substance? 

 

You should normally report each individual isomer and their typical, upper and lower concentration 

levels separately in IUCLID Section 1.2. 

 

As a deviation, you may report the isomers under one entry in IUCLID Section 1.2. This approach 

may be considered appropriate when the isomers are present as a racemic mixture or when the 

number of isomers is large. In that situation, you should do the following: 

> Specify the overall typical, upper and lower concentration level of isomers covered by the entry in 
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the relevant IUCLID Section 1.2 fields;   

> Indicate the relative ratio of isomers in the "Remarks" field in the repeatable block for that entry. If 

the relative ratio of isomers varies, you will need to report it in the form of a range;   

> Indicate that specific isomers have not been reported separately in the "Justification for deviations" 

field. 

Modified Date: 23/06/2016 

Topic: REACH 

Scope: Substance Identification 

ID: 1198 

Version: 1.0 

(仮訳) 

[1198] 自分の物質の中に存在する異性体の割合をどこで報告するべきなのか？ 

 

普通、あなたは個々の異性体とそれらの典型的な上限及び下限濃度レベルを IUCLID のセ 

クション 1.2 に別々に報告するべきである。 

 

それへの逸脱として、IUCLID のセクション 1.2 に一つの登録の下にその異性体を報告 

してもよい。その異性体がラセミ体混合物として存在する又はその異性体の数が多い 

場合に、このアプローチが適切として見なされることもある。 

その状況においては、以下のことを行うべきである： 

> 関連する IUCLID のセクション 1.2 のフィールドにおけるその登録で包含される異性体 

の全体の典型的な、上限及び下限濃度レベルを特定する； 

> その登録のための繰り返し可能なブロックにおける「備考」フィールドに関連する異 

性体の比率を示す。異性体の関連する比率が変動する場合、範囲の形式でそれを報告 

する必要がある； 

> 特定の異性体が「逸脱のための正当化」フィールドにおいて別々に報告されていない 

ことを示す。 

 

 

(原文) 

[1199] As an importer of a UVCB substance, should I provide a description of the manufacturing 

process in my registration? 

 

Yes. The manufacturing process description is one of the identifiers for UVCB substances. 

Registrants should therefore include this information in their registration regardless of whether the 

substance is manufactured or imported. The information should be included in the "Description of 
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composition" field of IUCLID Section 1.2. The description generally consists of the following: 

> Identity and ratio of starting materials; 

> Description of the relevant manufacturing steps in the order they occur; 

> The relevant operating parameters applied to control the composition (e.g. temperature, pressure, 

solvent, catalysis type…); 

> Details on any extraction/isolation/purification step. 

 

In addition, you can also report the reaction schemes or process workflows to complement the 

description of the manufacturing process as an attachment under the "Attached description" heading 

of IUCLID Section 1.2. 

Modified Date: 23/06/2016 

Topic: REACH 

Scope: Substance Identification 

ID: 1199 

Version: 1.0 

(仮訳) 

[1199] UVCB 物質の輸入者として、私は自分の登録にその製造工程の記述を入れる 

べきであるか？ 

 

そうである。製造工程の記述は UVCB 物質の識別子の一つである。それ故、その物質が 

製造された又は輸入されたかどうかに関わらず、登録者は自分の登録にこの情報を含 

めるべきである。その情報は IUCLID セクション 1.2.の「構成成分の記述」フィールド 

に含められるベきである。その記述は一般的には以下のことから構成される： 

> 出発物質の特定及び比率； 

> それが発生する順番で関連する製造ステップの記述； 

> その構成成分を管理するために適用される関連する操作パラメーター(例えば、 

温度、圧力、溶媒、触媒の種類)； 

> 抽出/単離/精製ステップに関する詳細情報 

 

更に、IUCLID セクション 1.2.の表題「添付された記述」の下における添付としてその 

製造工程の記述を補足するために反応スキーム又は工程作業フローを報告することも 

できる。 

 

 

(原文) 

[1200] My substance is a component of a mixture. Can I report the composition of the mixture as a 
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"Legal entity composition of the substance" in IUCLID Section 1.2? 

 

No. The "Legal entity composition of the substance" should only be used to report compositions of 

the substance on its own that you manufacture or import. For instance, if your substance is 

formulated with a solvent upon manufacturing, you should only report the composition of the 

substance without the solvent as "Legal entity composition of the substance". 

 

If your substance is only made available as a component of a mixture, the "legal entity composition 

of the substance" to be reported should still be for the substance on its own. 

 

You should not confuse a mixture with a multi-constituent substance or a UVCB substance. Under 

REACH and CLP, a mixture is obtained by blending two or more substances without a chemical 

reaction. Substances within a mixture should be registered separately. A multi-constituent substance 

or a UVCB substance is normally the result of a chemical reaction. A multi-constituent substance or 

a UVCB substance should be registered as such. 

Modified Date: 23/06/2016 

Topic: REACH 

Scope: Substance Identification 

ID: 1200 

Version: 1.0 

(仮訳) 

[1200] 自分の物質はある混合物の構成成分である。IUCLID セクション 1.2 において 

「その物質の構成成分の法人」としてその混合物の構成成分を報告することができる 

のか？ 

 

否、そうではない。「物質の構成成分の法人」は、自分が製造又は輸入するそれ自体 

での物質の構成成分を報告することだけに使用されるべきである。例えば、自分の物 

質が製造時の溶媒と調合されている場合、「その物質の構成成分の法人」としてその溶媒

を含まないその物質の構成成分だけを報告するべきである。 

 

自分の物質がある混合物の成分としてしか入手できない場合でも、報告されるべき 

「その物質の構成成分の法人」は、それでもまだその物質それ自体のためのもので 

あるべきである。 

 

混合物を多成分物質又は UVCB 物質と混同するべきではない。REACH 及び CLP の下に 

おいては、混合物は 2 つ以上の物質を化学反応無しで混ぜて得られるものである。混合物 
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中の物質は別々に登録されるべきである。 

多成分物質又は UVCB 物質は、通常、化学反応の結果である。多成分物質又は UVCB 物

質はそういうものとして登録されるべきである。 

 

(原文) 

[1201] I want to make use of the specific provision in Annex V(6) to the REACH Regulation for the 

registration of hydrates. How should I report the different compositions that are covered by the 

registration? 

 

You should proceed as follows: 

> Assign the reference substance for the anhydrous substance and select the corresponding type of 

substance (mono-constituent, multi-constituent or UVCB) in Section 1.1. 

> For technical reasons, report the composition of the anhydrous substance as the first composition 

with the composition type "Legal entity composition of the substance" in Section 1.2.   

► If you manufacture or import the anhydrous substance, you should report the composition of 

that substance as the first composition. 

► If you do not manufacture or import the anhydrous substance, you will still need to report a 

composition corresponding to the anhydrous substance as the first composition in Section 1.2. 

In this case, we recommend you to report a theoretical composition where the reference 

substance for the anhydrous substance is reported at a typical concentration of 100 % (w/w). 

Select "Legal entity composition of the substance" as the type of composition. In the 

"Description of composition" field, indicate that the reported composition is theoretical. In the 

"Justification for deviation" field, indicate the following:  

"This composition is neither manufactured nor imported. It is only reported for technical 

reasons because the derogation for the registration of hydrates is applied". 

 

> Report all other relevant compositions, including the composition of the different hydrates that are 

covered by the registration. For the compositions referring to hydrates, indicate "Hydrate covered 

by the registration of the anhydrous substance" in the "Justification for deviation" field. The ‘Type 

of composition' of the reported hydrate compositions should be ‘legal entity composition of the 

substance'. 

Modified Date: 23/06/2016 

Topic: REACH 

Scope: Substance Identification 

ID: 1201 

Version: 1.0 
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(仮訳) 

[1201] 水和物の登録のために REACH 規則の附属書Ⅴ(6)における特別な規定を利用 

したい。その登録によって包含される異なる構成成分をどのように報告するべきなの 

か？ 

 

あなたは以下のように事を進めるべきである： 

> その無水物質に対して参照物質を割り当て、その相当する物質のタイプ(単一成分、 

多成分又は UVCB)をセクション 1.1.において選択する。 

> 技術的な理由で、セクション 1.2.において構成成分のタイプ「その物質の構成成分の 

法人」を有する最初の構成成分としてその無水物質の構成成分を報告する。 

► あなたがその無水物質を製造又は輸入している場合、最初の構成成分としてその物質

の構成成分を報告するべきである。 

► あなたがその無水物質を製造又は輸入していない場合でも、それでもまだあなたは 

セクション 1.2.において最初の構成成分としてその無水物質に相当する構成成分を 

報告する必要がある。この場合、その無水物質に対する参照物質が典型的な

100%(w/w)濃度で報告されている場合、理論上の構成成分を報告することが推奨され

る。構成成分のタイプとして「その物質の構成成分の法人」を選択する。その「構成

成分の記述」フィールドにおいてその報告された構成成分は理論上のものであること

を示す。「逸脱の正当化」フィールドにおいて、以下のことを示す： 

「この構成成分は製造も輸入もされていない。水和物の登録のための逸脱が適用され 

る技術的理由のためだけに報告されている。」 

 

> その登録によって包含される異なる水和物の構成成分を含めて、その他のすべての関 

連する構成成分を報告する。水和物を参照する構成成分に対して、「逸脱の正当化」 

フィールドにおいて、「その無水物質の登録によって包含される水和物」を示す。その

報告される水和物構成成分の構成成分のタイプは、「その物質の構成成分の法人」とな

るべきである。 

 

 

(原文) 

[1202] As a polymer importer, what should I report as analytical information in IUCLID Section 1.4 

of my registration for the monomer? 

 

You should provide sufficient analytical information to verify the identity of the monomer you 

register. The analyses typically consist of spectral and chromatographic data and a chromatogram of 

the original monomer or other substance used in the manufacture of the polymer. For further 
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information, please consult Q&A 72 agreed with national helpdesks. 

Modified Date: 23/06/2016 

Topic: REACH 

Scope: Substance Identification 

ID: 1202 

Version: 1.0 

(仮訳) 

[1202] ポリマー輸入者として、自分のそのモノマーのために登録の IUCLID セクショ 

ン 1.4 において分析情報として何を報告するべきなのか？ 

 

あなたは自分が登録するモノマーのアイデンティティを立証するために十分な分析情報を

提供するべきである。その分析は概しては、スペクトル及びクロマトグラフデータ及び元

のモノマー又はそのポリマーの製造に使用されたその他の物質のクロマトグラムから構成

される。詳細情報は、加盟国ヘルプデスクに承認された Q&A 72 を参照してください。 

 

 

(原文) 

[1203] I encounter difficulties in getting hold of the analytical data for the monomer from the non-

EEA manufacturer/supplier of the polymer. Is this a valid justification for not attaching any 

analytical data in IUCLID Section 1.4? 

 

No. You should provide sufficient information in IUCLID Section 1.4 to identify the monomer to be 

registered. 

 

If you encounter difficulties in getting hold of the information from the non-EEA 

manufacturer/supplier of the polymer, you may consider one of the following options: 

> Propose to the non-EEA manufacturer of the polymer that they appoint an only representative 

(OR) in accordance with Article 8 of the REACH Regulation; 

> Identify the non-EEA manufacturer of the monomer and request the analytical information directly 

from them; 

> If an OR has already been appointed by the non-EU manufacturer, propose to that OR to take on 

the legal responsibility envisaged in Article 8 of REACH for the polymer importers (see also 

Q&A 834). 

 

You may also consider any relevant scientific method to fulfil this information requirement. Should 

you consider information that is not limited to analytical data on the original monomer, we 

http://echa.europa.eu/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/ids/72
http://echa.europa.eu/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/ids/72
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recommend you follow a clear and transparent approach carefully documented when reporting the 

information in IUCLID Section 1.4 of your registration. 

Modified Date: 23/06/2016 

Topic: REACH 

Scope: Substance Identification 

ID: 1203 

Version: 1.0 

(仮訳) 

[1203] ポリマーの非 EEA 製造者/供給者からそのモノマーのための分析データを入手する

ことにおいて困難に直面している。このことは IUCLID セクション 1.4 における分析デー

タを添付しないための有効な正当化となるか？ 

 

否、そうではない。あなたは登録されるべきモノマーを特定するために十分な情報を 

IUCLID セクション 1.4 に提供するべきである。 

 

あなたがポリマーの非 EEA 製造者/供給者からその情報を入手することにおいて 

困難に直面している場合、以下の選択のうちの一つを考慮してもよい： 

>  REACH 規則の第 8 条に従って OR を指名することをそのポリマーの非 EEA 製造者に 

提案する； 

> そのモノマーの非 EEA 製造者を特定し、かれらに直接その分析情報を要求する； 

> ある OR がその非 EU 製造者によって既に指名されている場合、そのポリマー輸入者 

のための REACH 第 8 条において想定される法的責任を引き継いでもらうことをその

OR に提案する。 

 

あなたはこの情報要件を満足させるためのいかなる関連する科学的手段も考慮しても 

よい。元のモノマーに関する分析データに限定されない情報を考慮することがあれば、 

自分の登録の IUCLID セクション 1.4 における情報を報告する場合には、注意深く文書化

された明確で透明性のあるアプローチに従うことを我々は推奨する。 
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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
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