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REACH 規則の追加 Q&A No.2 (2016 年 2 月) 
                                                             2016 年 2 月 26 日 
 

REACH   Q&A 
Unique ID                         項   目                                    頁 

Authorisation 

 [1153] 科学的研究開発における附属書ⅩⅣの物質の使用に対する免除の 

       追加の品質管理分析のためのサンプリング活動への適用可否              2 

 

Registration 

[1154] 登録一式文書における予備登録で割り当てられた「リスト番号」 

の報告の必要性                                                        2 

 

Substance Identification 

[1155] 段階的導入物質へ EC 登録番号を割り当てなかった場合の問題            3 

 

Inquiry 

[1156] 非段階的導入物質を登録する際のその「リスト番号」を調べるやり方      4 

 

Substance Identification 

[1157] 立体配置異性体が含まれる物質を単一成分物質として見なせるか          4 

[1158] 多成分物質であり立体異性体の反応物の集合体(reaction mass)で構成 

されている場合に、技術的にそのようなものとして命名する必要性          5 

 

Pre-registration 

[1159] 2 つの予備 SIEF を１つの SIEF に統合する必要がある場合の対応方     6 

[1160] 予備 SIEF を幾つかの SIEF に分割する必要がある場合の対応方法            7 

  

 

 

(2016 年度 REACH 規則 Q&A における改訂履歴) 
新規追加 Q&A (Version 1.0) 
2016 年 2 月 18 日：[1153] 
2016 年 2 月 22 日：[1154]、[1155]、[1156]、[1157]、[1158]、[1159]及び[1160] 
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Authorisation 

(原文) 

[1153] Does the exemption for the use of Annex XIV substances in scientific research and 

development under Article 56(3) of REACH also apply to sampling activities for further quality 

control analysis? 

 

No. When a sample containing an Annex XIV substance is taken from a production line for further 

analysis the sampling activity shall be described and assessed e.g. in a worker contributing scenario 

that is part of the application for authorisation. However, activities considered to form part of the use 

of the sample in performing analytical activities can benefit from the exemption under Article 56(3) 

of REACH. See also Q&A 585. 

REACH  

Authorisation 

Version 1.0  

Latest update 18/02/2016 

(仮訳) 

[1153] REACH の第 56 条(3)の下における科学的研究開発における附属書ⅩⅣの物質の使用

に対する免除は、追加の品質管理分析のためのサンプリング活動にも適用されるのか？ 

 

否、そうではない。附属書ⅩⅣの物質を含有するサンプルが追加分析のために生産ライン

から採取される場合、そのサンプリング活動は、例えば、認可の適用の一部である作業者

に寄与するシナリオの中で記述され、評価されるものとする。しかしながら、分析活動の

実施上におけるサンプル使用の一部を形成すると見なされる活動は、REACH の第 56 条(3)

の下における免除を享受することができる。Q&A 585 も参照のこと。 

 

(原文) 

[1154] I pre-registered a substance which was not listed in the EINECS. In the list of pre-registered 

substances published by ECHA, a “list number” has been assigned to my substance. Should I report 

this list number in my registration dossier? 

 

The list numbers published by ECHA are not official EC entries. However, we recommend you to 

assign such an entry to the phase-in substance you intend to register provided this list number is 

linked to a CAS number (list numbers starting with 6 or 8) or a chemical name (list numbers starting 

with 9) corresponding to a correct and specific identifier for your substance. If this entry is too 

generic for your substance and there is no appropriate EC entry available, you should not assign any 

list/EC number to your substance. 
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REACH  

Registration 

Version 1.0  

Latest update 22/02/2016 

(仮訳) 

[1154] 私は EINECS に収載されていない物質を予備登録した。ECHA から公表された予備

登録された物質のリストにおいて、「リスト番号」が私の物質に割り当てられている。 

私は自分の登録一式文書においてこの「リスト番号」を報告するべきか？ 

 

ECHA によって公表されたリスト番号は公式の EC 登録番号ではない。しかしながら、 

このリスト番号が、自分の物質に対する正確で固有の識別子に相当している、ある CAS 番

号(6 又は 8 で始まるリスト番号)又は化学名称(9 で始まるリスト番号) に関連していると 

いう条件の下に、あなたが登録を意図している段階的導入物質へそのような登録番号を 

割り当てることを、我々は推奨する。 

この登録番号が自分の物質に対してあまりに総称的であり、適切な EC 登録番号が利用 

可能でない場合は、自分の物質に対していかなるリスト/EC 番号も割り当てるべきでは 

ない。 

 

 

(原文) 

[1155] What happens if I do not assign an EC entry to my phase-in substance? 

 

REACH-IT will provide you with a list number once your registration passes the business rules. You 

will be able to download this automatically created EC entry as an i5z file from REACH-IT. You 

will be requested to assign this list number when submitting any update of your registration. 

REACH  

Substance Identification 

Version 1.0  

Latest update 22/02/2016 

(仮訳) 

[1155] 自分の段階的導入物質へ EC 登録番号を割り当てなければ、一体、どうなるのか？ 

 

自分の登録がビジネス規則に合格すれば直ぐに、REACH-IT があなたにリスト番号を提供

する。あなたは REACH-IT からの i5z ファイルとして、この自動的に作成された EC 登録

番号をダウンロードすることができる。自分の登録のなんらかの改訂を提出する場合に 

このリスト番号を割り当てることが要求される。 
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(原文) 

[1156] I intend to register a non-phase-in substance. How can I find out whether a list number is 

available for my substance? 

 

Before submitting the registration for a non-phase-in substance, you will need to submit an inquiry 

(Article 26 of the REACH Regulation). Upon the successful processing of your inquiry, ECHA will 

provide you with a list number which you will be requested to use when submitting your 

registration. 

 

Please note that you will also need to submit an inquiry for an EINECS-listed substance which you 

did not pre-register. 

REACH  

Inquiry 

Version 1.0  

Latest update 22/02/2016 

(仮訳) 

[1156] 私は非段階的導入物質を登録するつもりである。自分の物質に対してリスト番号が

利用可能かどうかをどのように調べることができるのか？ 

 

非段階的導入物質に対する登録を提出する前に、問合わせを提出する必要がある(REACH

規則の第 26 条)。自分の問合わせが成功を収める過程で、自分の登録を提出する場合に 

使用することが要求されるリスト番号を、ECHA はあなたに提供する。 

 

自分が予備登録していない EINECS に収載された物質に対する問合わせも提出する必要が

あることに注意して頂きたい。 

 

 

(原文) 

[1157] My substance includes configurational isomers. Should I regard it as a mono-constituent 

substance? 

 

Configurational isomers (e.g. enantiomers, diastereoisomers, regioisomers) are regarded as different 

constituents. Therefore your substance may only be regarded as a mono-constituent substance if one 

specific isomeric form is present at a concentration of at least 80%. 

REACH  

Substance Identification 
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Version 1.0  

Latest update 22/02/2016 

(仮訳) 

[1157] 私の物質には立体配置異性体が含まれている。私はそれを単一成分物質として 

見なすべきか？ 

 

立体配置異性体(例えば、光学異性体、ジアステレオ異性体、位置異性体)は、別の成分と

して見なされている。従って、一つの固有の異性体が少なくとも 80%の濃度で存在する 

場合のみ、あなたの物質は単一成分物質として見なされてもよい。 

 

 

(原文) 

[1158] My substance is a multi-constituent substance which consists of a reaction mass of all the 

possible stereoisomeric forms for my substance. Am I technically required to name my substance as 

a “reaction mass”? 

 

Provided your well-defined substance consists of all possible stereoisomeric forms as the main 

constituents of that substance, you can identify your substance in IUCLID section 1.1 using only the 

IUPAC name of the substance without specifying the stereochemistry. However you should still 

identify your substance as a multi-constituent substance. Information on the identity and 

concentration of each of the individual stereoisomers should be reported in IUCLID section 1.2. 

REACH  

Substance Identification 

Version 1.0  

Latest update 22/02/2016 

(仮訳) 

[1158] 私の物質は、多成分物質である。それは私の物質に対してすべての可能性のある立

体異性体の反応物の集合体(reaction mass)で構成されている。私は自分の物質を反応物の集

合体( reaction mass)として命名することを技術的に要求されるのか？ 

 

あなたの明確に定義された物質が、その物質の主成分としてすべての可能性のある立体異

性体から構成されているならば、その立体化学を特定しないでその物質の IUPAC 名称だけ

を使用して、IUCLID セクション 1.1 に、あなたは自分の物質を特定することができる。し

かしながら、それでもあなたは多成分物質として自分の物質を特定するべきである。 

個々の立体異性体のアイデンティティ及び濃度に関する情報は IUCLID セクション 1.2.に

おいて報告するべきである。 
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(原文) 

[1159] Following discussions with the pre-SIEF members, we realised that two pre-SIEFs need to be 

merged into one SIEF. How should we proceed? 

 

In order to merge pre-SIEFs, you will need to do the following: 

 

> Contact the other pre-SIEF; 

> Establish which pre-registrant should be the lead registrant of the joint submission; 

> The lead registrant should create a joint submission in REACH-IT for the substance. 

 > The lead registrant should use his/her pre-registration number to create the joint submission only 

if the identity of the substance as specified in his/her pre-registration specifically and correctly 

identifies the substance to be registered. 

 > Every member of the joint submission should use the same chemical identifiers used by the lead 

registrant to create the joint submission in REACH-IT. 

 > Members of a joint submission, as any other registrant, should provide individually the 

information on the identity and composition(s) of their own substance. This information should 

correspond to their substance as manufactured. Members of a joint submission should therefore 

not provide generic composition(s) or duplicates of composition(s) provided by other registrants, 

as appropriate. 

 > The lead registrant and any member of the joint submission should report the pre-registration 

number in IUCLID section 1.3 of their registration. 

REACH  

Pre-registration 

Version 1.0  

Latest update 22/02/2016 

(仮訳) 

[1159] 予備 SIEF メンバーとの議論の後に、我々は 2 つの予備 SIEF は 1 つの SIEF に統合

される必要があると理解した。どのように進めるべきか？ 

 

予備 SIEF を統合するために、あなた方は以下のことを行う必要がある： 

> 他の予備 SIEF に問合わせする。 

> どの予備登録者がその共同提出の先導登録者になるべきかを確立する。 

> その先導登録者は、その物質に対して REACH-IT において共同提出を作成するべき 

である。 

> 自分の予備登録において特定されている物質のアイデンティティが、登録される予定の 

物質を明確にそして正しく特定する場合だけ、その先導登録者は共同提出を行うために 
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自分の予備登録番号を使用するべきである。 

> 共同提出のすべてのメンバーは REACH-IT における共同提出を行うために先導登録者に 

よって使用されるのと同じ化学的識別子を使用するべきである。 

> 共同提出のメンバーは、なんらかのその他の登録者として、自分自身の物質のアイデン 

ティティ及び成分に関する情報を個別に提供するべきである。 

この情報は製造時の物質に相当するべきである。それ故、共同提出のメンバーは、 

一般的な成分又は必要に応じて、他の登録者によって提供される成分の写しを提供 

するべきではない。 

> 共同提出の先導登録者及びいかなるメンバーも自分たちの登録の IUCLID セクション 

1.3 においてその予備登録番号を報告するべきである。 

 

 

(原文) 

[1160] Following discussions within our pre-SIEF members, we realised that all pre-registrants do 

not have the same substance. The pre-SIEF needs to be split into several SIEFs. How should we 

proceed? 

 

In order to split a pre-SIEF, you will need to do the following for each substance covered by the pre-

SIEF: 

 > Establish, among those pre-registrants having the same substance, which pre-registrant should be 

the lead registrant of the joint submission; 

 > The lead registrant should create a joint submission in REACH-IT for that substance. 

 > The lead registrant should ensure as far as possible that a distinction can be made between the 

identity of the substance as defined in the joint submission and the other substances also 

covered by the pre-SIEF. For this purpose, the lead registrant may need to enter manually the 

correct and specific identity of his/her substance rather than use his/her pre-registration number. 

 > Every member of the joint submission should use the same chemical identifiers used by the lead 

registrant to create the joint submission in REACH-IT. 

> Members of a joint submission, as any other registrant, should provide individually the 

information on the identity and composition(s) of their own substance. This information should 

correspond to their substance as manufactured. Members of a joint submission should therefore 

not provide generic composition(s) or duplicates of composition(s) provided by other registrants, 

as appropriate. 

 > The lead registrant and any member of the joint submission should report the pre-registration 

number in IUCLID section 1.3 of their registration. 

REACH  
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Pre-registration 

Version 1.0  

Latest update 22/02/2016 

(仮訳) 

[1160] 自分たちの予備 SIEF メンバー内での議論の後に、我々はすべての予備登録者が同

じ物質を持っているのではないことを理解した。この予備 SIEF は幾つかの SIEF に分割 

される必要がある。どのように進めるべきか？ 

 

予備 SIEF を分割するために、その予備 SIEF で包含されている個々の物質に対して、以下

の事を行う必要がある： 

> 同じ物質を持つこれらの予備登録者の間で、どの予備登録者がその共同提出の先導登録 

者になるべきかを確立する。 

> その先導登録者はその物質に対して REACH-IT において共同提出を作成するべきで 

ある。 

> その共同提出において定義された物質のアイデンティティとその予備 SIEF によって 

も包含されるその他の物質との間の区別ができることを、その先導登録者はできる 

限り確実にするべきである。このために、その先導登録者は、自分の予備登録番号 

よりもむしろ自分の物質の正確で固有のアイデンティティを手動で入力する必要が 

ある。 

> その共同提出のすべてのメンバーは、REACH-IT において共同提出を行うために先導 

登録者によって使用されるのと同じ化学的識別子を使用すべきである。 

> 共同提出のメンバーは、なんらかのその他の登録者として、自分自身の物質のアイデン 

ティティ及び成分に関する情報を個別に提供するべきである。この情報は製造時の物質 

に相当するべきである。それ故、共同提出のメンバーは、総称的な成分又は必要に 

応じて、他の登録者によって提供される成分の写しを提供するべきではない。 

> 共同提出の先導登録者及びいかなるメンバーも自分たちの登録の IUCLID セクション 

1.3 においてその予備登録番号を報告するべきである。 
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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
http://echa.europa.eu/

