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化学物質管理政策の歴史的背景 

時期 社会の主な動き 主な日本の化学物質管理政策 

1910 
1950 
1960 
 

 
・日本：水俣病の公式確認(1956) 
・日本：四日市ぜんそく患者が多発(1961) 
・日本：新潟水俣病が初報告(1965) 
・日本：イタイイタイ病認定(1968) 

・労働基準法(1947) 
・毒物および劇物取締法(1950) 
 
 
・公害対策基本法(1967) 

 
1970 

・日本：カネミ油症事件（1968) ・大気汚染防止法(1968) 
・水質汚濁防止法(1970) 
・廃棄物処理法(1970) 
 ・労働安全衛生法(1972) 
  ※労働基準法から安全・衛生部分を分離 

・化審法(1973) 

1980 ・インド・ﾎﾞﾊﾟｰﾙの事故(1984) 

1990 ・地球サミット：アジェンダ21の採択(1992) 
・OECD/HPVプログラム開始(1992) 
・日本ﾚｽﾎﾟﾝｼﾌﾞﾙｹｱ協議会設立(1995) 

・環境基本法(1993) 
  ※公害対策基本法を統合 

・化管法(1999) 

2000 ・ＷＳＳＤ環境サミット（2002） 
・国連ＧＨＳの採択(2003) 
・POPs条約発効(2004) 
・ロッテルダム条約発効(2004) 

・化審法改正（環境影響）(2003) 
・Japanチャレンジプログラム開始(2005) 
・化審法改正(2009) 

2010 ・水銀条約採択(2013) ・労働安全衛生法改正(2015) 

顕著な有害
性への対応 

公害対策 

事前審査制度 

情報開示 

地球環境問題 

企業の自主管理 

ﾊｻﾞｰﾄﾞ管理からﾘｽｸ管理へ 



ＰＣＢ汚染の経路として環境に残留し、動物等の体内に蓄積・濃縮され、 

食物連鎖が起こっていることが示唆された。 

物質 ポリ塩化ビフェニル 

性質 酸、アルカリ、熱に安定 

電気絶縁性、接着性、伸展性が良好 

用途 トランス、コンデンサーの絶縁油、
熱媒体、感圧紙、塗料等 

数量 約５万５千トンが国内に供給 

化学物質管理政策の歴史的背景 

★PCB問題から事前審査制度へ 
カネミ油症事件(1968) 
・食用油製造設備から熱媒体として使われたPCBが

米ぬか油に混入。摂取した人に中毒症が発症した事
件で、皮膚病や手足の痺れ、「黒い赤ちゃん」が確
認されるなどの健康被害が生じた。 

環境汚染問題(1966～) 
・魚類や鳥類からPCBが検出。その後の調査により、

北米、南米、北極に至るまで、各地の鳥、魚介類、
人体までPCB汚染が広まっていることが報告された。 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 

（化審法）制定(1973) 

⇒ＰＣＢだけでは無く、第２のＰＣＢ問題の発生を未然に防止する 
 画期的な制度 
 （注：カネミ油症事件について、現在ではPCDF（ポリ塩化ジベンゾフラン）が毒性の主な原因であることがわかっている） 



化学物質管理政策の歴史的背景 

★国際的な情報公開の動き 
ボパール事件(1984) 
・インド・ボバールの化学工場の貯蔵タンクから、
猛毒のイソシアン酸メチル(MIC)が噴出。地域住民
が事故直後に2000人以上死亡。後遺症を含めて現
在までに25000人以上が死亡。 

物質 イソシアン酸メチル 

CAS番号 624-83-9 

構造式 Ｈ３Ｃ－Ｎ＝Ｃ＝Ｏ 

用途 医薬・農薬中間体  

・米国有害化学物質排出目録制度（TRI)導入(1986) 

・アジェンダ２１ リオ宣言（1992) 

・OECD理事会勧告(1996) ⇒ 各国のPRTR導入 

医師にMICが噴出したことが伝えられず被害が拡大⇒地域住民の知る権利 

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の
改善の促進に関する法律（化管法）制定(1999) 

●事業者による自主的な管理の改善の促進 
●国民への情報提供と化学物質に係る理解の増進 



★多様な化学物質管理規制対応＆自主管理のための情報収集が必要 

開発・検討段階 製造・使用段階 輸送・販売段階 

化審法登録 

安衛法登録 

輸出予定の国への登録 

有害性、危険性の確認 

 設備対応 

 保護具の準備 

各種法規制遵守 

 化管法 

 毒劇法 

 労働安全衛生法 

 消防法 

 化兵器法 

 大気汚染防止法 

 水質汚濁防止法 

 土壌汚染防止法 etc 

ラベル・SDSの作成 

イエローカードの作成 

輸出国の規制の確認 

国連輸送 
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製品のリスク評価 

事業者に求められる主な化学物質管理項目 



NITEからの化学物質規制・有害性等の情報提供 
 

化学物質の評価と管理に必要な情報を収集、整備し、インターネットを通じて無料公開しています。 

• 政府が実施したGHS分類結果約3000件の公

表と英語への翻訳と公表を実施。 

• 英語版はeChemPortalと連携 

AJCSD 

韓国 
ＫCＭＡ 

台湾 

SAHTECH 

NITE-
CHRIP 

米国・欧州等 
平成27年度に大幅リニューアルし平成28年4月公開 

 ・約２５万物質の情報を収載 

 ・物質名称、CAS番号等から、法規制情報や有害性情報等を検索できる 

 ・国内外の有害性情報等にリンクしたポータルサイト 

 ・化学物質名称、構造式、CAS番号、国内・海外法規制情報、 有害性リ
スク評価等の情報を調べられる 

 ● 化学物質総合情報提供システム ： NITE-CHRIP 

 ●  日ASEAN化学物質管理データベース ： ＡＪＣＳＤ ( ASEAN-
Japan Chemical Safety Database ) 

平成28年4月から本格運用開始  

 ・ASEAN８ヶ国から提供された法規制対象物質の約8,000物質やGHS分類
結果、SDSの情報に加え、日本の法規制物質リスト(CHRIPデータ)を収載 

 ・物質名称、CAS番号等から、法規制情報や有害性情報等を検索できる 

・ASEAN８ヶ国の法規制対象物質情報を一元的に入手できる 

 ● 化審法データベース ： J-CHECK 
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• 化審法に関わる情報を収載したデータベース。厚労省、環境省か
らの委託費とNITE交付金により運営。 

• 日本語版、英語版共に約9,500試験結果を収載。英語版は、OECD

のポータルサイト（ eChemPortal）と連携して、安全性点検デー

タを広く海外に発信。 

• 分解・蓄積性、人健康影響、生態影響のデータとその報告書、新

規化学物質の判定に用いた審査情報を知ることが出来る 

 

 ● GHS分類結果の情報提供 

リンク リンク 
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  CHRIP GHS関連情報 J-CHECK AJCSD 

英語名称 

CHemical Risk 
Information Platform 

The Globally 
Harmonized System of 
Classification and 
Labelling of Chemicals 

Japan CHEmicals 
Collaborative Knowledge 
database 

ASEAN-Japan Chemical 
Safety Database 

日本語名称 
化学物質総合情報提供シ
ステム 

化学品の分類および表示に
関する世界調和システム 

化審法データベース 日ASEAN化学物質管理デー
タベース 

はじまり 

1996年度～ 2005年度～ 2008年度～ 2015年4月6日～ 

「化学物質安全管理基盤
整備」(当初は中小企業対
策費)の一環として開始 

当初は「GHS関系省庁連絡
会議によるGHS分類結果」
を報告する場として開設 

当初は安全審査課で運用。
2009年度から情報業務課で
運用 

AMEICC（WG-CI）の合意に
基づき、日本とASEAN各国
が共同で構築。当初は試行版
として運用。2016年4月28
日より正式に運用、NITEが運
用機関 
 

特徴 

国内外の化学物質管理に
関する法規制、有害性、
リスク評価結果などの情
報を総合的に検索できる
ポータルサイト 

政府によるGHS分類結果を
はじめ、ガイダンスへのリ
ンク等、日本国内のGHSに
関する情報を発信するウェ
ブサイト 

厚労省、経産省、環境省が、
化審法に関する安全性情報を
国民に発信するため作成した
データベース。運用はNITE
に委託されている。 

ASEAN各国の政府から直接
提供された化学物質の規制情
報、GHS分類結果、サンプル
SDS等を検索できるデータベ
ース。使用言語は英語。ただ
しトップページと多言語検索
画面は日本及びASEAN各国
言語 

データ管理の
特徴 

項目毎にリストを作成。
CAS番号でリンクして表
示 

厚労省と環境省のデータを
NITEで合体。分類年度と物
質で１つのID 

MITI-CASで１つのIDを作成。
該当する情報を入力 

項目毎にリストを作成。CAS
番号でリンクして表示 

規模 

リスト数：約70 のべ分類件数：約3600件 ID数：約70,000 リスト数：約30（日本除く） 

物質ID数：約25万   ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ：約9,000 物質ID数：約3000 

のべﾚｺｰﾄﾞ数：約155万   添付ﾌｧｲﾙ：約8,500 のべﾚｺｰﾄﾞ数：1万弱 

2015年度 1１３１万ページ 105万ページ 353万ページ 約7200ページ（TOPページ、
正式運用から約2ヶ月） アクセス数 うち英語版 67万ﾍﾟｰｼﾞ うち英語版 42万ﾍﾟｰｼﾞ うち英語版 140万ﾍﾟｰｼﾞ 

NITEからの化学物質規制・有害性等の情報提供 
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（＊）日本語版、英語版両システムのアクセス数の合計 
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化学物質総合情報提供システム（NITE-CHRIP） 

化学物質総合情報提供システム Chemical Risk Information Platform 
（NITE-CHRIP）（呼称：ナイトクリップ）は、化学物質管理のために必
要な情報を提供するデータベースです。 

 

いつでも、どなたでも、無
料でご利用頂けます。 
 

約７０種の情報、約25万物
質の情報を収載していま
す。 
 

国内外の化学物質に関する
法規制情報をワンストップ
で確認できます。 

 

日本語サイト、英語サイト
があり、切替え可能です。 
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大項目 内容 

一般情報 CAS 番号、日本語名、英語名、分子式、構造式を
掲載しています。 

国内法規制情報 化審法、化管法、毒劇法、安衛法など国内の化学物
質に関する規制法の情報を掲載しています。 

外国法規制情報 海外の化学物質の規制や安全性に係る取組みに関す
る情報です。 

危険物輸送に関する勧告（国連番号・危険物分類）、
EU,、米国、中国、韓国の規制情報や、AJCSDへの
リンク等を掲載しています。 

有害性・リスク評
価情報 

国内外の機関で評価された有害性評価・リスク評価
に関する情報です。 

GHS 分類結果、有害性評価書、海外のリスク評価
書、発がん性評価などを掲載しています。 

試験結果・試験報
告書  

各種有害性試験結果、生態影響試験結果等を掲載し
ています。 

2016年4月7日にリニューアルしました！ 



化学物質総合情報提供システム（NITE-CHRIP） 

NITE-CHRIPトップページへの行き方 

①NITEのホームページから化学物質管理センターのページを開きます。 

②化学物質管理センターのトップページでCHRIPのリンクをクリック 

 

 

NITEトップページ 
http://www.nite.go.jp/index.html 

化学物質管理センタートップページ
http://www.nite.go.jp/chem/index.html 

①「化学物質管理」をクリック 

②「化学物質総合情報提供システム
（CHRIP）」をクリック 

13 



 

検索メニューがトップページになりました。アドレスが変わりました。 

日本語版：http://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop 

英語版：http://www.nite.go.jp/en/chem/chrip/chrip_search/systemTop 

 

NITE-CHRIPリニューアルのポイント  

(1) トップページがかわりました！ 
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旧CHRIPのトップページ

からのお知らせ、ご利用
条件等はヘッダー、フッ
ターに移動し、どの画面
からもご覧いただけるよ
うになりました 

お知らせ 更新履歴 English 

問い合わせ先 

FAQ 動作環境 

本システムのご利用について 

CAS番号や 

物質名称などで検索 
法律の規制対象物質 

などを一覧で表示 

NITE-CHRIPでは、２つの調べ方が選べます。 



 

全ての情報源および 

カテゴリによる絞り込み検索が 

出来るようになりました。 

 

NITE-CHRIPリニューアルのポイント  

 

CHRIP上のID番号（CHRIP_ID）や 

国連番号による検索が可能になりました。  

(2) 番号検索の対象を拡充しました！ 

(3) カテゴリによる絞り込みの対象が拡大しました！ 

カテゴリによる絞り込みのみ
での検索も可能 

化審法既存化学物質の類別番
号での絞り込みも可能 

発がん性の評価単位での絞り
込みも可能 
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NITE-CHRIPリニューアルのポイント  

 

番号および名称に対して、ワイルドカードを用いた詳細な条件による検
索が可能になりました。 

(4) 拡張検索でワイルドカードを利用した検索が可能になりました！ 

ワイルドカード「*」は任意の数の文
字と一致します。 

使用例：「100-*」では、 100-00-5や
100-99-2などが検索されます。 

ワイルドカード「?」は任意の1文字と
一致します。 

拡張検索タブに切り替え 
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拡張検索の名称検索で 

ワイルドカードを使用しない場合は、
完全一致検索となります。 

また、空白を含んだ名称を検索する場
合は、ダブルクォーテーション「"」
で囲んで検索して下さい。 

ヒットしたキーワードが赤文
字で強調されます 



NITE-CHRIPリニューアルのポイント  

 

名称に対して、OR条件、NOT条件による複雑な条件での検索が可能に
なりました。 
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(5) 拡張検索でOR条件、NOT条件での検索ができるようになりました！ 



NITE-CHRIPリニューアルのポイント  

 

表示項目の追加設定で検索結果リストをカスタマイズできます。 

(6) 中間検索画面で表示項目の追加設定が出来るようになりました！ 
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①「表示項目の追加設
定」をクリック 

②表示したい項目に
チェックをつけて「再
表示」をクリック 
※10項目まで選択可能 



NITE-CHRIPリニューアルのポイント  

 

カテゴリ抽出、全項目のソート、全物質のCHRIP_IDベース表示が可能
になりました。 

(7) リスト検索の一覧表示の機能がアップしました！ 
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一覧表示1段目表示 

規制対象物質の詳細
をみるときは「▷」
をクリック 
検索結果画面また
は、その通し番号に
対応するCAS番号の
一覧切り替わります 

CHRIP_IDベースのリ
ストに切り替わりま
す。 カテゴリ抽出が出来ます 

表示項目全てに
対してソート
（昇順、降順）
が可能。 

一覧表示2段目表示 

「一覧表示2段目表
示」をクリック 



 

①NITE-CHRIPに収載した物質ごとにID番号（CHRIP_ID）を固定化。
これにより、CAS番号をもたない物質も検索結果画面への直接リンクが
可能になりました。 

 

 

 

② URLに検索条件を残すことで、中間検索結果も直接リンク可能になり
ました。（検索条件が長い場合は期間限定） 

 

NITE-CHRIPリニューアルのポイント  

(8) 全ての検索結果画面に直接リンクできるようになりました！ 
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【CAS直指定】 

http://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/srhChripIdLst?_e_trans=&shMd=0&txNumSh=xxxx-xxx-x&ltNumTp=1&bcPtn=5 

【CHRIP_ID直指定】 

http://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/cmpInfDsp?cid=Cxxx-xxx-xxX&bcPtn=5 

CHRIP_ID 

中間検索結果画面のURLにより
検索結果が再現されます。 

CASなしの物質も検索

結果にリンクできま
す。 



NITE-CHRIPリニューアルのポイント  

 

一覧表示1段目表示のほか、2段目表示、中間検索結果（表示項目の追加
設定後の画面を含む）、検索結果画面もダウンロードが出来ます。 

(9) 全ての検索結果がダウンロード可能になりました！ 
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(10) セッションタイム切れが起きなくなりました！ 

検索結果をダウン
ロードできます 



中間検索結果 

検索結果 

1 substance 

NITE-CHRIP Top (検索ﾒﾆｭｰ) 

1 substance 

1 substance 

NITE-CHRIP画面遷移 

通常検索 拡張検索 リスト選択 

総合検索 個別リスト
一覧表示 

一覧表示1段目(政令ベース） 

一覧表示2段目(IDベース） 

1 substance 

※情報源が１
つに絞られて
いる場合 
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※表示項目の追加設定あり 

※表示項目の追加設定あり 

new 

NITE-CHRIPリニューアルのポイント  

new 
new 



NITE-CHRIP検索結果の見方 
• 初期表示では、データの無い項目は表示されません。 

「データのない情報源を含めて表
示 」のタブをクリックすると、全
ての項目を一覧表示します。 
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－ をク
リックする
と、下位項
目が非表示
になり、＋ 
に変わりま
す。下位項
目を展開し
たい時は、
＋ をク
リックしま
す。 

日英の切替え可能 
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NITE-CHRIP検索結果の見方 

「○○へ」をクリックすると 

詳細情報が掲載されているサイトへリンクします。 

リンク先が外部サイトの場合は、外部サイトにリンクす
る注記が表示されます。 

NITE-CHRIPへのデータ掲
載日（情報源の公示日等） 

情報源の概要 

「データの説明」をクリックすると各項目の
掲載内容の概要を表示します。 



活用事例①：化審法情報を名称から検索する 

「国内法規制情報」が出てこない！ 

 化審法新規化学物質か？ 

CAS番号462-94-2で検索 

別名：１，５－ジアミノペンタン 

英語名：Pentamethylenediamine 

 

をヒントに名称で探してみよう！ 
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全ての化審法番号とCAS番号の組合せの確認が出来ているわけではありません。NITEで化
審法番号とCAS番号の組合せが確認されたもののみCAS番号で検索することができます。 

CAS番号でみつからない時は、名称で検索してください。 



別名：１，５－ジアミノペンタン 

英語名：Pentamethylenediamine 

 

をヒントに名称で探してみよう！ 

「ジアミ」と「ペンタ」 

をスペース区切りで入力 
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検索候補となる名称 

ジアミ diamine 

ペンタ penta アルキル 

 -NH2アミノ基の表現は「アミノ」と「アミン」が
あるので「アミ」を使う！ 

 ペンタン構造には「ペンタン」「ペンチル」「ペ
ンタン－１－イル」「イソペンタン」などの表現
があるので、「ペンタ」や「ペン」を使う！ 

活用事例①：化審法情報を名称から検索する 



６８件ヒット 

＜カテゴリーによる絞り込み＞ 

で、化審法にチェック！ 

今回の場合は、
「2類 」にチェッ
クしても良い 
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活用事例①：化審法情報を名称から検索する 



３２件に絞り込み 

表示項目の追加設定 

化審法官報整理番号（２カ所） 

にチェック！ 

⇒「再表示」をクリック 

ちょっと裏技！ 
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活用事例①：化審法情報を名称から検索する 



「ペンタン－１，５－ジアミン」を発
見。 
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活用事例①：化審法情報を名称から検索する 



★物質名称で検索する時のコツ 

• 官能基の名称をスペースで区切って検索する。 

• 炭化水素基については、「アルキル」、「アルキレン」、「アルケニル」などの包
括名称を用いて登録されている可能性がある。 

• 官能基の表現にはバリエーションがあるので、できるだけ短かいキーワード
で広めに検索する。例えば、スルホン酸の塩には「～スルホン酸▲▲塩」や
「●●～スルホナート」など。「スルホ」で広めに調べる。 

• 高分子化合物は構成する単量体と重合方法により命名されている可能性が
あるため単量体の名称で検索する。 

• 染料はカラーインデックスの名称で登録されている場合がある。 

• 潤滑油系はキーワード「石油」、かつカテゴリの絞り込みで探す。 
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【参考情報】 

• 化審法番号とＣＡＳ番号との照合について 

 化審法連絡システム： 
https://www.kashinrenraku.nite.go.jp/sn/web/oshiete/inquiryForm102.html 

 

活用事例①：化審法情報を名称から検索する 

https://www.kashinrenraku.nite.go.jp/sn/web/oshiete/inquiryForm102.html


CAS=MITI 

MITI  
CA

S 

CAS 62-53-3 Benzenamine 

化審法 3-105 アニリン 

CAS 112-40-3 Dodecane 

化審法 2-10 アルカン(C10-29) 

CAS: n = 12, 直鎖 

化審法: n = 10-29 

（参考）化審法番号とCAS番号の関係 

CAS番号で検索できます 

CAS番号で検索できます 
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活用事例①：化審法情報を名称から検索する 



CAS MITI  

CAS   MITI 

CAS 9004-74-4  Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-methyl-.omega.-hydroxy-   

化審法 2-444 ポリエリエチレングリコール（重合度4～10）モノメチルエーテル 

CAS: n = 1-∞ 

化審法: n = 4-10 

CAS 90194-45-9   Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., sodium salts 

化審法 3-1884 直鎖アルキル (C6～14)ベンゼンスルホン酸及びその塩 (K, Na, Li, Ca) 

CAS: R=Alkyl(C=10-13), M=Na 

化審法: R=Alkyl(C=6-14, 直鎖), M=K, Na, Li, Ca  

CAS番号で検索して
もヒットしません 

CAS番号で検索して
もヒットしません 
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（参考）化審法番号とCAS番号の関係 

活用事例①：化審法情報を名称から検索する 



MITI7-1279  MITI7-1283  
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ビスフェノールA型エポキシ樹脂の一量体 

優先評価化学物質通し番号87番： 

４，４’－イソプロピリデンジフェノールと1－クロロ－２，３－エポキシプロパ
ンの重縮合物（別名ビスフェノールA型エポキシ樹脂）（液状のものに限る。） 

化審法7-1279：ポリ（ビスフェノールＡ－２－ヒドロキシプロピルエーテル） 

化審法  4-209：ビスフェノールＡ ジグリシジルエーテル 

化審法7-1283：２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパンのエピクロルヒ
ドリン又は２－メチルエピクロルヒドリンによるジグリシジルエーテル化変性物 

CAS 1675-54-3   

Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis- 

 

 

MITI4-209  

  CAS 

CAS番号で検索できます 

（参考）化審法番号とCAS番号の関係 

活用事例①：化審法情報を名称から検索する 
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ビスフェノールA型エポキシ樹脂（ポリマーの場合） 

優先評価化学物質通し番号87番： 

４，４’－イソプロピリデンジフェノールと1－クロロ－２，３－エポキシプロパ
ンの重縮合物（別名ビスフェノールA型エポキシ樹脂）（液状のものに限る。） 

化審法7-1279：ポリ（ビスフェノールＡ－２－ヒドロキシプロピルエーテル） 

化審法7-1283：２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパンのエピクロルヒ
ドリン又は２－メチルエピクロルヒドリンによるジグリシジルエーテル化変性物 

CAS 25036-25-3  
Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-

phenyleneoxymethylene)]bis[oxirane]  

CAS 25068-38-6  
Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane  

CAS 25085-99-8  
Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis-, homopolymer  

CAS番号で検索して
もヒットしません 

CAS   MITI 

性状の制限 

原料で定義している 

ポリマー構造の一部
が決まっている 

化審法と同じ構造のポリマー
なのか？ 

→実態を確認する必要がある 

（参考）化審法番号とCAS番号の関係 

活用事例①：化審法情報を名称から検索する 



活用事例②：安衛法表示・通知対象640物質の他規制との比較 

 

① 検索メニューの「個別リスト一覧表示」をクリック。 

② 「リスト選択」画面から、「安衛法：名称等を表示し、又は通知すべ
き危険物及び有害物」をクリック。 

「安衛法：名称等を表示し、又は通知
すべき危険物及び有害物 」画面へ遷移 
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－ をクリックすると、下位項
目が非表示になり、＋ に変わ
ります。下位項目を展開したい
時は、＋ をクリックします。 

リスト選択画面 



活用事例②：安衛法表示・通知対象640物質の他規制との比較 
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一覧表示1段目 

安衛法640物質リスト 

「一覧表示2段目表示(CHRIP_IDベース
表示) 」画面に遷移 

「表示項目の追加設定」
をクリック 

一覧表示2段目 

CHRIP_IDﾍﾞｰｽ 3194件 



活用事例②：安衛法表示・通知対象640物質の他規制との比較 
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「再表示」をクリックして、２段目表
示に戻ります。 

「データ有無（情報源等）」
および「番号」から、必要な
項目にチェックをします。 

合わせて10項目まで選択出

来ます。 
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活用事例②：安衛法表示・通知対象640物質の他規制との比較 

 

安衛法
特化則 

安衛法
有機則 

GHS分
類結果 

AJCSD 
GHS情報 

産衛学会
発がん性 

IARC 
発がん性 

EPA 
発がん性 

ＮＴＰ 
発がん性 

EU 
発がん性 

TSV形式でダウンロード 
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活用事例②：安衛法表示・通知対象640物質の他規制との比較 
 ～TSV形式（タブ区切り）のファイルをエクセルで開く～ 

① ダウンロードファイルを名前をつけて保存をしておく。 

② Excel を立ち上げ、メニューバーから「ファイル」-「開く」を選択する。 

③ 「ファイルの種類」を「すべてのファイル（*.*）」とし、保存したファイルを
選択して開く。   

④ 「テキストファイルウィザード-1/3」にて「カンマやタブなどの区切り文字に

よってフィールドごとに区切られたデータ」を選択し、「元のファイル」で
「Unicode（UTF-8）」を選択。  

⑤ 「テキストファイルウィザード-2/3」の「区切り文字」で「タブ」を選択。   

⑥ 「テキストファイルウィザード-3/3」で各列のデータ形式を選択。CAS番号は
「文字列」にすることをおすすめ。「完了」をクリック。  
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活用事例②：安衛法表示・通知対象640物質の他規制との比較 
 ～TSV形式（タブ区切り）のファイルをエクセルで開く～ 

安衛法：表示・
通知対象物質の
CHRIP_IDﾍﾞｰｽ 

3194件に対する 

他規則等との一
覧。（エクセル
形式） 



もくじ

1. 本講義の概要 

2. NITE-CHRIPの新機能の紹介及び活用事例 
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5. GHS関連情報 
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日アセアン化学物質管理データベース（AJCSD）の概要 

日ASEAN化学物質管理データベース ASEAN-Japan Chemical Safety 

Database（AJCSD）は、日ASEAN経済産業協力委員会（AMEICC)化学
ワーキンググループ（WG-CI）の合意に基づき、日本とASEAN各国が共
同で構築したデータベースです。（詳細は第11回「諸外国の化学物質管理」で説
明） 

NITEが運用機関となって、2016年4月28日より正式に運用しています。 

42 http://www.ajcsd.org/ 

ASEAN各国の政府から直接提

供された化学物質の規制情
報、GHS分類結果、サンプル
SDS等を収載しています。 

無料でご利用頂けます。 
使用言語は英語。ただしトッ
プページと多言語検索画面は
日本語及びASEAN各国言語。 

NITE-CHRIPとサーバーを共

有。日本のデータについては
CHRIPデータを利用。 

 



日アセアン化学物質管理データベース（AJCSD）の概要 

AJCSDに掲載されているデータ 

大項目 情報提供国 内容 

General 

Information 

（NITE-CHRIPで整備された
ものを利用しています。） 

CAS 番号、英語名、分子式、
構造式を掲載しています。 

Laws and 

Regulations 

Cambodia, Indonesia, Japan, 

Laos, Malaysia, Myanmar, 

Philippines, Thailand, Vietnam 

ASEAN各国の政府から直接提

供された化学物質の規制情報
を収載しています。 

Chemical Hazard 

and Risk 

Information 

Japan, Malaysia, Myanmar ASEAN各国の政府から直接提
供された化学物質のGHS分類
結果、サンプルSDS等を収載
しています。 
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※シンガポールは化学物質管理に関係する省庁のURL一覧を ”Member countries 
information” に掲載することで参加。 
※ブルネイは不参加 
 



日アセアン化学物質管理データベース（AJCSD）の概要 

－ Laws and Regulations － 
Cambodia 

 

44 

 Law on Controlling of Drugs, 2012   

薬物管理法：薬物からの公衆衛生保護を目的として2012年に制定された法律です。医療・調剤部門で薬物とし
て利用される化学物質や工業生産部門で使用される薬物の前駆物質について禁止および規制リストを提供し
ています。管理は保健省および工業・手工芸省が行っています。 

• 第14条：健康省は、政府から、附則のtable I, IIおよびIIIに限定列挙された薬物に対して、ライセンス提供、使
用許諾およびその他すべての法的制限を行う権利を付与される。 

• 第15条：工業・手工芸省は、政府から、附則のtable IVに限定列挙された薬物に対して、工業部門におけるラ
イセンス提供、使用許諾およびその他すべての法的制限を行う権利を付与される。 

※AJCSDでは、table IVの情報のみ提供されています。 

Law on Management of Strong Acid, 2011  

強酸性物質管理法：公衆衛生に有害なpHが3以下の強酸性物質の管理を目的として2011年に制定された法律
です。強酸性物質の生産、包装、輸送、保管、出荷の規制をしています。 
なお、附則に記載された強酸性物質は工業・手工芸、健康部門、農業、科学、技術、試験、研究や社会に有益
なその他の部門における使用目的では許可されます。 

Prakas No 110 MIME on Management and Control of Use, Importation, Exportation and 

Distribution of Chemical Substances in Industrial Sector, 2004 

工業分野における化学物質の使用、輸入、輸出、販売について管理・規制する省令：2004年に制定されたもの
で、工業・手工芸省（以前の鉱工業エネルギー省）から許可の必要がある35の前駆物質を記載しています。こ
れらの化学物質は全て安全規則に従いラベルの添付や包装を行う必要があります。 



日アセアン化学物質管理データベース（AJCSD）の概要 

－ Laws and Regulations － 
Indonesia 
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 Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 74 Year 2001 regarding 

Hazardous and Toxic Materials 

危険有害物質管理に関する政府法令：環境、人健康およびその他の生物に対する危険有害物質の影響のリ
スクを予防、軽減を目的として2001年に制定された法律です。製造又はインドネシアへの輸出を目的とした危
険有害物質の記載を定めています。放射性物質、爆発物、鉱物、石油・ガスおよび加工品、飲食物および食品
添加物、家庭用健康用品および化粧品、医薬品成分、麻薬、向精神薬および前駆物質、その他の中毒物質、
化学兵器および生物兵器は除外されています。 

Regulation of Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 75 Year 2014 

regarding The Second Amendment of Minister of Trade Number 44 Year 2009 Regarding 

Provision, Distribution and Control of Hazardous Substances 

危険物質の調達、流通、管理に関する商業大臣規則：分類された危険物質の輸入、流通、監視の制限を行っ
ています。 

Regulation of Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 3 Year 2012 

regarding Import Provisions of Ozone Depleting 

オゾン層破壊物質の輸入規定に関する商業大臣規則：2012年に制定され、輸入禁止や輸入規制を行うオゾン
層破壊物質を分類した規則です 

Regulation of Minister of Industry of Republic of Indonesia Number 33 Year 2007 regarding 

Prohibition Produce ozone depleting substances as well as producing goods that use of 

ozone depleting substances  

オゾン層破壊物質の製造および同物質を含む製品の製造禁止に関する工業大臣規則は2007年に制定され、
特定の産業においてオゾン層破壊物質を製造および使用を禁止した規則です。 



日アセアン化学物質管理データベース（AJCSD）の概要 

－ Laws and Regulations － 

Indonesia(物質リストなし。規制概要のみ） 
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Law Number 9 Year 2008 regarding the Use of Chemicals and Prohibition of the Use of 

Chemicals for Chemical Weapons 

化学兵器としての化学物質の使用や禁止に関する法律：化学兵器として化学物質の悪用を防止および対抗す
ることを目的として2008年に制定された法律です。Schedule1,2,3に記載された化学物質を開発、製造、保管、
輸送または使用する者は1年に一度以上報告書を提出する義務があります。Scheduleに記載されていなくても、
特定の有機化学物質を制限量超えて製造する者は大臣に報告書を提出する必要があります。また、
Schedule1,2,3に記載された化学物質およびScheduleに記載されていない特定の有機化学物質を製造する工
場施設を有する者は大臣に報告書を提出する必要があります。 

Regulation of Minister of Industry of Republic of Indonesia Number 41 Year 2014 regarding 

Prohibition the Use of Hydrochlorofluorocarbon (HCFCs) in the Field of Industry 

タイトルのみ 

Regulation of Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2014 

regarding The Amendment of Regulation of Minister of Trade Number 3 Year 2012 

Regarding Import Provisions of Ozone Depleting Substances  

オゾン層破壊物質の輸入規定の改正に関する商業大臣規則：2012年に制定された同規則が改正されて2014
年に制定された規則です。 

Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 647 Year 2004 regarding 

Precursors  

タイトルのみ 
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－ Laws and Regulations － 

Laos 
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Decision on Substance and Industrial Chemical Management  

工業用化学物質の管理に関する決定：製造および手工業において化学物質および危険化学物質の全種類の
製造過程（製造段階、製造技術、包含および包装）、取引（輸入、輸出、輸送および流通）、保管、使用、制限、
処理に対して最大限に保護および安全を確保することを目的として、化学物質および危険化学物質の管理、
検査に必要な原則、規則および基本的な基準を定めた法律です。 
Type I  
最も危険な物質で、原則として輸入、使用、製造および保管が許可されていません。研究目的で使用する必要
が十分にある場合は、政府の検討および承諾を得るために工業、手工業局に使用申請を提出する義務があり
ます。 
Type II 
比較的危険な物質で、特定の管理下では取引や活用ができます。輸入、取引の前に事業主は製品を工業、手
工業省に登録を行い工業、手工業局から技術保証書を得る義務があります。 
Type III 
少々危険な物質で、原則として取引や使用できますが、事業主は自身を工業、手工業局に登録する義務があ
ります。 

NITE-CHRIPの国内法規制情報と共通 

化審法、化管法、安衛法、毒劇法、化学兵器禁止法、オゾン層保護法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、
土壌汚染防止法、有害物質を含有する家庭用品規制法について、NITE-CHRIPのデータを表示。 

Japan 



日アセアン化学物質管理データベース（AJCSD）の概要 

－ Laws and Regulations － 
Malaysia 
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Classification, Labelling and Safety Datasheet of Hazardous Chemical (CLASS) 

Regulation 2013  

危険化学物質の分類、ラベル、安全性データシートに関する規則：2013年に制定され、GHS改訂第3版に基づ
き立案されています。職場で用いる全ての化学物質が適用され、調達者は化学物質を分類し正しく包装および
ラベル表示を行い適切な安全性データシートを提供する義務があります。更なる要件は、ICOP CHC（Industrial 
Code of Practice Chemicals Classification and Hazard Communication）から取得できます 

Use and Standards of Exposure of Chemicals Hazardous to Health (USECHH) Regulation 

2000  

健康被害のある化学物質の暴露の使用や基準に関する規則：職場で健康被害のある化学物質の暴露を管理
することを目的として2000年に制定された法律です。雇用主は職場で化学物質が適切に管理することを保証す
る義務があります。健康被害のある化学物質の暴露は、雇用者の安全や健康を十分に確保できるレベル以下
で保つ必要があります。 

(Prohibition of Use of Substance) Order 1999  

化学物質使用禁止命令：1999年に制定され、職場で使用禁止の化学物質が記載されており、各化学物質はリ
ストに従い使用が禁止されています。 

(Control of Industrial Major Accident Hazards) Regulations 1996 （物質リストなし） 

工業における重大事故危険性の管理に関する規則：事業を重大な危険施設と重大でない危険施設に分類す
ることを目的として1996年に制定されました。重大な危険施設と分類された事業は活動に関する報告書や緊急
時の計画書を用意する義務があります。事業の分類基準や報告書の必要事項は附則に記載されています。 
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Prevention of Hazard from Chemical & Related Substances Law 

化学物質および関連物質の危険防止法：全ての生物および自然環境資源の保護、安全性、職業安全や健康、
環境保全の持続的な発展に焦点を当てています。 

Philippines 

Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Wastes Control Act 

毒性物質および危険、核廃棄物管理法：毒性物質および危険、核廃棄物を管理し違反に対して罰則を与える
法律です。健康や環境に対して不当なリスクや危害を与える化学物質や混合物の輸入、製造、加工、販売、流
通、使用および処分を規制、制限、禁止する方針をとっています。 

Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 

危険薬物に関する総合的な法令：1972年の危険薬物に関する法令を廃止して2002年に制定された法令です。
身体や精神に対する危険薬物の有害な影響から一般市民、特に若者の健康や国家を守り有害な影響を与え
るような行動や怠慢を防ぐ方針をとっています。 

Thailand  

Hazardous Substances Act 

有害物質法：リスト5.1管理物質（工業省所管）のみ掲載しています。 



日アセアン化学物質管理データベース（AJCSD）の概要 

－ Laws and Regulations － 
Vietnam 

 Law on Chemical 

Annex I 
産業部門において製造・取引に条件が必要な化学物質のリストです。（the Circular No.28/2010/TT-BCTdated 
28th June 2010 of Ministry of Industry and Tradeと共に公表） 
Appendix I 
危険化学物質のリストです。（the Circular No. 07/2013/TT-BCT, of April 22, 2013 of the Minister of Industry 
and Tradeと共に公表） 
Appendix II 
取引制限のある化学物質のリストです。（the Government's Decree No. 108/2008/ND-CP dated 7th October 
2008と共に公表） 
Appendix III 
禁止化学物質のリストです。（the Government's Decree No. 108/2008/ND-CP dated 7th October 2008と共に
公表） 
Appendix IV 
使用上の防止や計画、安全性の維持に関して詳細な情報が必要な化学物質のリストです。（the Government's 
Decree No. 108/2008/ND-CP dated 7th October 2008と共に公表） 
Appendix V 
申告が義務の化学物質のリストです。（Government’s Decree No 26/2011/N?-CP dated 01st June 2011と共
に公表） 
Appendix VI 
取引シートが必要な有害化学物質のリストです。（the Government's Decree No. 26/2011/ND-CP dated 01st 
June 2011と共に公表） 
Appendix VII 
化学事故の防止や応答のための化学物質のリストです。（the Government's Decree No. 26/2011/ND-CP 
dated 01st June 2011と共に公表） 
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Japan 
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GHS Classification Results by the Malaysian Government 

マレーシアから提供されたGHS分類結果。検索結果からは、工場現場の労働者がポケットに入れ、いつでもＳ
ＤＳやラベルの正しさや内容をチェックするためのシートへのリンクあり。 

Malaysia 

GHS Classification Results by the Japanese Government  

日本のGHS関係各省による分類結果 。NITE-CHRIPのデータを表示。 

Chemical Substances Hazard Assessment Report / Initial Risk Assessment Report  

化学物質有害性評価書／初期リスク評価書。NITE-CHRIPのデータを表示。 

Sample SDS 

企業から提供されたサンプルSDS。 一部現地語もあり。 

Myanmar 

GHS Classification Results by the Myanmar Government 

ミャンマーから提供されたGHS分類結果。 
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※水色部分はCHRIP機能を使用 
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トップページから言語を選択出来ます。 
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言語を選択します 

NITE-CHRIPの 

総合検索機能 

NITE-CHRIPの 

リスト検索機能 

AJCSDでは、３つの調べ方が選べます。 

CAS番号、物質名称で検索 

表示は他言語対応 



日アセアン化学物質管理データベース（AJCSD）の概要 

多言語検索画面（Japaneseを選択した場合） 
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CAS番号検索 

名称は英語で入力し
て下さい。 

部分一致。スペース
区切りで複数のｷｰﾜｰ
ﾄﾞ入力可能です。 

AJCSD Top  How to use  News 

Contact Information  Member countries information  Disclaimer  FAQ  Operating environment 
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AJCSD検索結果画面 
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NITE-CHRIPの英語
サイトにリンク 
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＜J-CHECKのトップ画面＞ 

★ J-CHECK（Japan CHEmicals Collaborative Knowledge database） 

厚生労働省、経済産業省、環境省が、化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関
する法律)に係る化学物質の安全性情報を国民に広く発信することを目的に構築 

＜化審法 トップページ＞ 

★NITEでは、厚生労働省、環境省からの委託を受け、化審法に係る化学物質の安全性情報を整備、
公開しています。 

J-CHECK 



★J-CHECKから提供している情報 

J-CHECK 
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提供情報 概要 

個別物質
画面 

法規制分類 第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質、新規公
示化学物質、既存化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質 

化審法関連情報 優先評価化学物質リスク評価進捗状況、スクリーニング評価結果（優先度判定結果、暴露ク
ラス、有害性クラス）、製造・輸入数量実績、公表情報（既存点検分蓄判定結果、白公示分蓄
判定結果、ＢＣＦ） 

その他の情報 届出不要物質、新規として取り扱わない、Japanチャレンジプログラム対象物質 

詳細情報 

（pdfファイル,URLリンク） 

既存点検試験報告書（分解、濃縮、環境毒性）、分解類推表、METI毒性試験結果 

既存物質の毒性試験結果（国衛研へのﾘﾝｸ） 

Japanチャレンジプログラム結果（物理化学性状、安全性情報（SIDS形式）） 

試験情報(ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ） 

入力はIUCLIDを使用 

分解度試験、濃縮度試験、環境毒性試験結果 

左メニュー
からみら
れる情報 

物質リスト 第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質、新規公
示化学物質、既存化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質、届出不要
物質、Japanチャレンジプログラム対象物質 

リスク評価資料（pdf） 国が保有する化学物質の有害性情報等 

優先評価化学物質のリスク評価（評価結果、評価に用いたデータ等） 

化審法関連資料（pdf） 化審法の施行状況、政令指定製品 

その他資料（pdf） Ｊａｐａｎチャレンジプログラムについて 

CHRIPと共通ﾃﾞｰﾀ 
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J-CHECK 

★J-CHECKの使い方 

リスク評価資
料（pdf）のﾀﾞ
ｳﾝﾛｰﾄﾞ 

物質リスト 

CAS番号、MITI番
号、名称で検索可能 

試験の種類で 

絞り込み 

法規制分類で 

絞り込み 

NITE-CHRIPからの 
リンク先はこのページ 

番号をクリックして
詳細画面へ 

【ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ】 【検索ﾍﾟｰｼﾞ】 

【検索結果ﾍﾟｰｼﾞ】 
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製造・輸入数量実績 

試験報告書等 

OECD 

eChemPortalの検
索結果へ 

試験の種類を選
択して「表示」
をクリック。 

J-CHECK 
★J-CHECK詳細画面の見方 

リスク評価の 

進捗状況 
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★ GHSのターゲット 
・労働者だけでなく、消費者も対象とする。 
・労働者が目にするMSDSやラベルのほか、最近では消費者製品にもGHSの
ピクトグラムが表示されている。 
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GHS関連情報 
★ GHSとは 
The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 

化学品の分類および表示に関する世界調和システム 

→国際連合 GHS小委員会において検討・策定されたシステム。 

Classification（分類）・・・化学物質の危険有害性の分類方法 

Labelling（表示）・・・危険有害性の情報伝達の方法 



物理化学的危険性 健康有害性 環境有害性 

爆発物 

可燃性／引火性ガス 

エアゾール 

支燃性／酸化性ガス 

高圧ガス 

引火性液体 

可燃性固体 

自己反応性物質およ
び混合物 

自然発火性液体 

自然発火性固体 

自己発熱性物質およ
び混合物 

水反応可燃性物質お
よび混合物 

酸化性液体 

酸化性固体 

有機過酸化物 

金属腐食性 

鈍感化爆発物(改訂6

版で追加) 
 

急性毒性（経口、経皮、吸入） 

皮膚腐食性／皮膚刺激性 

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激
性 

呼吸器感作性または皮膚感作性 

生殖細胞変異原性 

発がん性 

生殖毒性 

特定標的臓器毒性（単回ばく露） 

特定標的臓器毒性（反復ばく露） 

吸引性呼吸器有害性 

水生環境有害性（急性、
長期間） 

オゾン層への有害性 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ GHSで扱う危険有害性 
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GHS関連情報 

健康障害のリスク＝有害性の程度×ばく露量 

危険性のリスク＝重篤度×発生確率 



★ 日本国内におけるGHS導入（１） 
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・GHS関係省庁連絡会議（各省連）発足 

・国連GHS文書（パープルブック）（初版）発行 

・NITE ホームページにGHSページ開設、各省連の試行11物質の分類結果を公表 
・MSDS-JIS（Z7250）改正 

・各省連 分類マニュアル、技術上の指針を作成、分類事業実施 
・NITE 各省連の18年度事業による分類結果、分類マニュアル等の公表開始 
・労働安全衛生法改正 規制物質のラベル＆MSDSのGHS対応を義務化 
・ラベルJIS（Z7251）制定 

・各省にて分類等事業実施 
・NITE 各省のGHS分類結果等をGHSページに掲載 

2001 2003 2005 2006 2007 2008 

国連における世界的なGHS導入の目標年 

★ ★ 

★：GHS文書の改定（2年に1回） 
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★ 

GHS関連情報 



★ 日本国内におけるGHS導入（２） 
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・MSDS-JIS（Z7250）、ラベルJIS（Z7251）を統合した新たなJIS Z7253策定 
・労働安全衛生法 改正 
・化学物質排出把握管理促進法（化管法） 改正 
 →全ての物質について、GHS対応を努力義務化（単物質） 
・NITE 平成19年度以降の分類結果の英訳を開始 

・分類JIS（Z7252）制定 

2009 2010 2011 2012 2015 2008 

・MSDS-JIS（Z7250）改正 

・ラベルJIS（Z7251）改正 
・NITE 各省連の18年度事業による分類結果の英訳版を公開 

国連における世界的なGHS導入の目標年 

・（化管法）混合物につい
て、GHS対応を努力義務化 
・労働安全衛生法 改正 
→ラベル義務物質をSDSと
同じ640物質に拡大。 
(施行は2016年) 
 

★ ★ 
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★ 

2013 2014 

★ 

GHS関連情報 



★ NITEからのGHS関連の情報提供 
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GHS関連情報 

ウェブサイトを通して、関係各省が実施したGHS分類結果を公表しています。ま
た、分類結果の英語版を作成し、英語版サイトにて公表しています。さらに、当セ
ンター独自の取り組みにより収集・整理した関連情報等を併せて提供することによ
り、GHSの実施を支援しています。  



政府による分類結
果を年度毎に公表 

日本のGHS対応状

況を周知するため、
GHS関係省庁連絡

会議で作成 

67 

★ GHS関連情報ページのメニュー一覧 
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GHS関連情報 

NITECHRIPの
GHS一覧表示1

段目表示へ 

NITECHRIPの
総合検索画面へ 

消費者製品リスク評
価ガイダンスで紹介 

GHS国連文書、
GHS分類ガイダン
ス等へのリンク 

GHSピクトグラム、
APECのG.R.E.A.T 

(APEC加盟国の現地語
ラベル要素)、混合物分
類ツールへのリンク 

国内GHS関連省庁

の他、社団法人
や、海外規制当局
へのリンクもあり 

（詳細は第10回「消費生活用製品
のリスク評価 」で説明） 



★政府によるGHS分類結果（Excel, HTML） 
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GHS関連情報 

分類結果の利用に関する注意事項 

 政府による分類結果は、GHSに基づくSDSやラベル作成の際に自由に引用および複写を行うことがで
きます。ただし、引用および複写をした上で作成されたSDS・ラベルの内容に対する責任は、SDS・ラ
ベル作成者にあることにご留意ください。 

 本分類結果は、分類ガイダンス等のマニュアルで定められている情報源と判定方法に基づくものであ
り、あくまでもSDSやラベル作成の際の参考として公表しているものです。他の文献や試験結果等を根
拠として、本内容と異なる分類結果でSDSやラベルを作成することを妨げるものではありません。 

1物質ずつの結
果をExcelと

THMLでﾀﾞｳﾝﾛｰ
ﾄﾞ 

年度毎の結果を
一括でExcelで

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ ※NITE-CHRIPの検索結果からは 

各物質のHTMLﾌｧｲﾙへﾘﾝｸ 



関連省庁 対象物質 ラベル SDS 

安衛法 厚労省 ・表示物質（ラベル） 

・通知対象物質（ＳＤＳ） 

・それ以外でGHS区分を有す
る物（努力義務） 

JIS(GHS)に準拠 JIS(GHS)に準拠 

化管法 経産省、環境
省 

・特定第一種指定化学物質 

・第一種指定化学物質 

・第二種指定化学物質 

JIS(GHS)ラベルを努力義務 

純物質：2012.6.1～ 

混合物：2015.4.1～ 

ＳＤＳ作成は義務 

JIS(GHS)準拠は努力義務 

純物質：2012.6.1～ 

混合物：2015.4.1～ 

毒劇法 厚労省 ・毒物 

・劇物 
名称、成分、含量、製造・輸入業
者の情報、「医薬用外毒物（劇
物）」の表示等を行う必要がある。 

JIS(GHS)を推奨 

同法規程: 

⇒毒物または劇物の別およ
びGHSの1, 3-11, 13,14章 

JIS(GHS)を推奨 

化審法 厚労省、経産
省、環境省 

・第一種特定化学物質 

・第二種特定化学物質 

JIS(GHS)に準拠したもので可 － 

火薬類取締
法 

経産省 火薬類 国連の「危険物輸送に関する勧
告」と一致 

－ 

高圧ガス保
安法 

経産省 同法に基づく安全規制の対象
物 

・ガスの名称 

・可燃性ガス「燃」、毒性ガス
「毒」 

－ 

消防法 総務省消防庁 危険物（第１類～第６類） ・同法が規定している内容のラベ
ル（危険物の品名・等級、数量、
注意事項） 

・GHSラベルを追加しても良い 

－ 

農薬取締法 農林水産省、
環境省 

農薬 同法が規定している内容のラベル
（使用方法、注意事項等） 

化管法の対象物質が一定量
以上含まれる場合は必要 

※赤字部分はその規制に特有な項目 

（参考資料）日本のラベル・SDSに関係する規制 
「我が国のGHS導入状況」より 



ご清聴ありがとうございました 
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NITE-CHRIP日本語サイト 

  http://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop 

NITE-CHRIP英語サイト 

 http://www.nite.go.jp/en/chem/chrip/chrip_search/systemTop 

AJCSDサイト 

 http://www.ajcsd.org/ 

J-CHECK日本語サイト 

 http://www.safe.nite.go.jp/jcheck/top.action?request_locale=ja 

J-CHECK英語サイト 

 http://www.safe.nite.go.jp/jcheck/top.action?request_locale=en 

GHS関連情報日本語サイト 

 http://www.safe.nite.go.jp/ghs/ghs_index.html 

GHS関連情報英語サイト 

 http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_index.html 

 
 
独立行政法人 製品評価技術基盤機構（NITE） 
化学物質管理センター  
E-mail: safe@nite.go.jp 
電話：03-3481-1999（CHRIP, J-CHECK, GHSお問い合せ）  


