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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) 
・火薬類取締法(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・ボパールの事故(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(2014) 

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 
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化学物質管理政策の歴史的背景 

水俣病 
・熊本県水俣市で1953年ころから発生。言語障害、四肢
麻痺等の神経毒性。胎児にも影響。 

・アセトアルデヒド製造工程で副生された有機水銀を含
む排水が原因。汚染された魚類の摂食により人体へ影響。 

★日本の四大公害病と公害対策 

イタイイタイ病 
・富山県神通川流域で1910年代から1970年代に多発。背骨や手足骨が痛み、容易に骨折する。 

・上流の鉱山から排出されたカドミウムが下流の水質と土壌を汚染したことが原因。 

・1968年に公害病第一号に認定。 

四日市ぜんそく 
・三重県四日市で1959年ごろから、ぜんそく患者が増加。 

・石油コンビナートから排出された硫黄酸化物等が原因。 

新潟水俣病（第二水俣病） 
・新潟県阿賀野川流域で1964から1970年にかけて発生。水俣病と同じ症状。 

・公害対策基本法(1967) 

・個別公害対策関連法の成立 

⇒公害の防止、国民の健康の保護 
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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ポリ塩
化ビフェニル（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） 
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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人以上が死亡と言われている。 

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 
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化学物質管理政策の歴史的背景 

★既存化学物質の評価促進の動き 

ＷＳＳＤ：２０２０年目標(2002) 
・「予防的取組方法に留意しつつ、透明性のある科学的根拠に基づくリスク評価手順
と科学的根拠に基づくリスク管理手順を用いて、化学物質が、人の健康と環境にもた
らす著しい悪影響を最小化する方法で、使用、生産されることを２０２０年までに達
成する」と合意。 

既存化学物質の評価の加速と情報発信の必要性 

Japanチャレンジプログラムの開始(2005) 

●産業界と国の連携により、既存化学物質の安全性情報の収集を加
速し、広く国民に情報発信を行う 

地球サミット：アジェンダ２１(1992) 
・化学物質の国際的な評価の拡大及び促進 

・有害化学物質及び化学リスクに関する情報交換 

OECD/HPVプログラム(1992) 
・高生産量化学物質（HPV）について、有害性の初期評価を行うために必要と考えら
れるデータ加盟国で分担して収集し、評価を行う。 
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化学物質管理政策の歴史的背景 

★ハザード管理からリスク管理へ 
ＷＳＳＤ：２０２０年目標(2002) 
・「予防的取組方法に留意しつつ、透明性のある科学的根拠に基づくリスク評価手順
と科学的根拠に基づくリスク管理手順を用いて、化学物質が、人の健康と環境にもた
らす著しい悪影響を最小化する方法で、使用、生産されることを２０２０年までに達
成する」と合意。 

ＷＳＳＤ目標への対応の最重要論点は、化学物質固有の危険性のみに着目し
たハザードベース管理から、人や環境への排出量（暴露量）を考慮したリス
クベース管理へのシフト。 

化審法改正(2009公布) 

●上市後のすべての化学物質を対象として、リスク評価を優先的に行うべ
き物質を絞り込み、リスク評価を実施する体系を構築 
●「良分解性」の物質も対象とする 

安衛法改正(2014公布) 

●表示対象物質の追加 
●職場のリスクアセスメントの義務化 8 
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第二種特定化学物質 
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高濃縮でなく低生産 
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中間物等 
（政令で定める用途） 

低懸念高分子化合物 

・製造・輸入許可制（必要不可欠用途以外は禁止） 

・政令指定製品の輸入禁止 
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・ 必要に応じて予定数量の変
更命令 
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・ 製造・輸入実績数量・詳細
用途別出荷量等の届出 

・ 有害性調査指示 

・ 情報伝達の努力義務 
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化審法の体系 
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 
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事業者及び国民の理解のもとに、PRTR制度及びSDS制度を導入し、 

－ 事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、 

－ 環境の保全上の支障を未然に防止する 

◆ PRTR制度  （Pollutant Release and Transfer Register） 

  法により定められた有害の恐れのある化学物質について、環境への排出量及び   

     廃棄物に含まれる移動量を、事業者が自ら把握して届出し、国はこれを公表  

     する仕組み 

  排出量→大気への排出、公共用水域への排出、土壌への排出、埋立処分 

  移動量→下水道への移動、事業所の外への移動量（廃棄物） 

◆ SDS制度 （Safety Data Sheet） 

  事業者が化学物質を他の事業者に譲渡・提供する際、その化学物質の性状や 

     取扱いに関する情報の提供を義務つける制度 

目的 

化管法の概要 
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 
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第５５条 製造等の禁止 

第５６条 製造の許可 

第５７条 表示等 

第５７条の２ 文書の交付等 （SDSの公布） 

第５７条の３ 表示および通知対象物の有害性調査  

第５７条の４ 新規化学物質の有害性調査および届出 

・・・ 

目的 

労働安全衛生法の概要 

この法律は、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）と相まつて、労働災害の
防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置
を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより 

 職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、 

 快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 

化学物質管理に関する主な条項 

政令 

労働安全衛生法施行令 

関連規則 
労働安全衛生規則 

有機溶媒中毒予防規則 

鉛中毒予防規則 

四アルキル鉛予防規則 

特定化学物質障害予防規則 
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毒劇法の概要 
毒物及び劇物取締法 

毒物及び劇物取締法は、日常流通する有用な化学物質のうち、主として急性毒性に
よる健康被害が発生するおそれが高い物質を毒物又は劇物に指定し、保健衛生上の
見地から必要な規制を行うことを目的としています。 

 製造業、輸入業、販売業の登録：国又は都道府県等による登録を受けなければ、製造、輸入、販
売、貯蔵、運搬又は陳列出来ない。 

 毒物劇物取扱責任者の設置義務： 毒物劇物を直接取り扱う製造所、営業所、店舗は毒物劇物取扱
責任者を設置すること。 

 盗難・紛失・漏洩等防止の対策：毒物劇物の盗難・紛失・漏洩等を防ぐのに必要な措置を講じる
こと。飲食物の容器に使用される物を毒物劇物の容器としての使用禁止。 

 容器等への表示：毒物劇物の容器、被包及び貯蔵・陳列場所に「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」
の表示が必要。容器及び被包に毒物劇物の名称、成分及び含量を表示しなければ販売又は授与出来ない。 

 販売（譲渡）手続、交付制限：毒物劇物の販売又は授与に際しては、必要事項を書面に記載して、
５年間保存する。登録を受けた営業者以外に販売又は授与する場合には、必要事項を記載し、譲受人が
押印した書面の提出を受ける。１８歳未満の少年等には交付しない。 

 運搬・廃棄時の基準等： 毒物劇物の廃棄、運搬、貯蔵等にあたっては、技術上の基準に従う。 

 事故の際の措置：漏洩等の事故が発生した場合は、保健所、消防署又は警察署に届け出るとともに、
必要な応急の措置を講じる。また、盗難・紛失事故が発生した場合には、直ちに警察署に届け出る。 

 SDSの交付義務：毒物劇物を販売又は授与する時までに、譲受人に対しＳＤＳを提供する。 

目的 
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規定内容 

GHSの概要 
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 

 物質および混合物を、健康、環境、および物理化学的危険有害性に応じて
分類するために調和された判定基準 

 表示および安全データシート（SDS）の要求事項を含む、調和された危険
有害性に関する情報の伝達に関する事項 

日本国内におけるGHSの導入 

 GHS関係省庁連絡会議発足（2001年） 

 各省庁で関連法規について対応検討 

 国連GHS文書（パープルブック）の和訳（初版2003年～改訂6版2015年） 

 MSDS JIS Z 7250 改正（2005年、2010年）廃止⇒ JIS Z 7253 制定（2012年） 

 ラベル JIS Z 7251 制定（2006年）、改正(2010年）廃止⇒ JIS Z 7253 制定 

 分類 JIS Z 7252 制定（2009年）改正（2014年） 

 GHS分類事業(2006年。2007年からは各省庁で実施。公表はNITEから。2012年か
らNITEで英訳を実施。） 

 GHS分類ガイダンス（2009年作成。2010年、2013年改訂） 
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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 
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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 



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 
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★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 

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 

17 



もくじ

1. 企業に求められている化学物質管理とは 

2. 化学物質管理に必要な情報収集方法 

  ・データーベースの種類 

  ・NITEのデータベース 

3. NITE-CHRIPの活用事例 

  ・番号、名称、構造式から検索してみよう 

  ・化審法情報を検索してみよう 

  ・SDS関係の星取り表を作ってみよう 

  ・SDS作成に必要な情報を集めよう 
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インターネットで公開されている化学物質情報 

データベースの種類   
データベースには、個別のデータを持っているもの（オリジナル（個
別）データ提供型）とポータルとして他のデータベースへのリンクを提
供（インデックス情報を表示）しているもの、他のデータベース等のデ
ータをコピー（転載）しているコピー（転載）型がある。 

ポータル型 
データベース 

オリジナル（個別）データ提供型 
データベース 

ポータル型データベースは、 
個別データ提供型データベースへの 
リンク情報を提供する 

コピー（転載）型 
データベース 
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ポータル型とコピー型 

ポータル型 コピー型 

利便性 リンク提供 

（インデックス情報有り） 

転載情報 

（データ元からのコピーデータ
集） 

信頼性 リンク先に依存 データ元及びコピー提供者 

利点 多くの出典データをリンクに
より直接確認できる 

出典データを確認せずに多くのデ
ータを確認できる 

欠点 データの確認は出典元を確認
しなければならない 

出典データを確認するためには、
別途調査しなければならない 

起こりう
る問題 

出典データへのリンク切れ、
リンク間違い 

出典データの間違いがそのまま反
映される 

コピー間違い（転記ミス） 

修正反映のタイムラグ 

ポータル型とコピー型の複合、 

コピー型とオリジナルデータ提供型の複合DBも存在する。 

20 



インターネット上の主な化学物質データベース 
（ポータル型、コピー型） 

データベース 運用者 
情報 

危険有害性
情報 

GHS分類 暴露 法規制 

NITE-CHRIP NITE 〇 〇 〇 

eChemPortal OECD 〇 〇 〇 

TOXNET 米国 国立医学図書館（U. S. 
National Library of 
Medicine) 

〇 

ACToR US EPA 〇 〇 

WebKis-Plus 独立行政法人 
国立環境研究所 

〇 〇 〇 

Chemi coco 一般社団法人環境情報科学セ
ンター 

〇 〇 〇 

J-GLOBAL 独立行政法人 
科学技術振興機構（JST) 

〇 〇 

BIGDｒ 日本化学工業協会（JCIA) 〇 〇 〇 

AJCSD NITE ○ ○ ○ 
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インターネット上の主な化学物質データベース 
（個別データベース） 

データベース 運用者 
情報 

危険有害性
情報 

GHS分類 暴露 法規制 

J-CHECK NITE 〇 〇 

OECD Existing 
Chemicals Database 

OECD 〇 

JECDB 
国立 
医薬品食品衛生研究所 

〇 

ChemView US EPA 〇（IRIS） 〇 

HPVIS US EPA 〇 

IRIS US EPA 〇 

ECHA CHEM ECHA 〇 〇 〇 〇 

Center for PRTR 
Data 

OECD 〇 

GHS-J NITE 〇 

GHS対応モデル 
ラベル・モデルSDS 

厚生労働省  
職場のあんぜんサイト 

〇 

リレーショナル化学災害
データベース 

産業技術総合研究所 〇 
22 



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4000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23,000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 

• 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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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８０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 

 ワイルドカードの使用や
not／or検索など豊富な検
索機能があります。 

 ２ヶ月に１度定期的に更新
しています。 

 

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、台湾の規制情報や、
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
等に関する情報です。 

GHS 分類結果、国内外有害性・リスク評価書、発
がん性評価、事故情報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（主にリ
ンク）を掲載しています。 
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NITE-CHRIP便利アイテム 

FAQ マニュアル 

まずは、マニュアルとFAQを確認！ 



 

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

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

 

NITE-CHRIPの使い方  

トップページ 
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問い合わせ先、FAQ、マニュアル、
動作環境、本システムのご利用に
ついて 

法律の規制対象物質 

などを一覧で表示 

CAS登録番号や 

物質名称などで検索 

２つの調べ方が選べます。 

最新のお知らせを掲載しています。 

更新履歴 English 



NITE-CHRIPの使い方  

総合検索（通常検索）   NITE-CHRIPマニュアル：P23参照 
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＜カテゴリによる絞り込み＞ 
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 

CAS番号、化審法番号、安衛法番号、
EC番号、国連番号、CHRIP_ID、 

日化辞番号から選択 



 

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
索が可能です。 

NITE-CHRIPの使い方  

総合検索（拡張検索）  NITE-CHRIPマニュアル：P29参照 

28 

切り替え 

SMILES、MOL形式ファイル、分子量
による検索が可能 

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 

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。 



NITE-CHRIPの使い方  

 

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 

物質リスト        NITE-CHRIPマニュアル：P35参照 

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 
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NITE-CHRIP検索結果の見方（NITE-CHRIPマニュアル：P37参照） 

• 初期表示では、データの無い項目は表示されません。 

30 

－ 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 

「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。 



NITE-CHRIP検索結果の見方 
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「○○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。 

「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。 

NITE-CHRIPへのデータ掲
載日（情報源の公示日等） 

情報源の概要 
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NITE-CHRIP利用の注意点 

Q：NITE-CHRIPで法規制情報が記載されていないということは、該当し
ないということですか？ 

Q：NITE-CHRIPでCAS番号が検索されませんでした。このCAS番号は存
在しないということでしょうか？ 

A：NITE-CHRIPでは、情報源のサイトや関連文書を参考に、NITEで確認
できた物質について順次紐付け作業を行っていますが、全ての法規制対象
物質について収載できている訳ではありません。 

従って、NITE-CHRIPに収載されていない場合は、全て非該当ということ
ではありません。 

該当するか不明の場合は、各自で判断していただくか、各法規制の所管官
庁である省庁や関連機関にお問合せください。 

A：NITE-CHRIPでCAS番号が検索されないということは、NITE-CHRIPに
収載されていないことを意味するだけであり、存在しないとは限りません。 

よくあるご質問（FAQ） （FAQ：Q8,10参照） 

（問合せ先参照） 



NITE-CHRIPの最近の主な更新内容（定期更新以外） 

• 安衛法名称公表物質のリストを英語版追加。新規の物質名
称を英訳。既存20,329物質の名称については、現在順次英
訳を実施。 

• EUのGHS分類結果、「CLP調和分類」の追加。 

• 台湾の「TCSCA毒性化学物質」の追加。 

• 事故情報を主に収載している「リレーショナル化学災害デ
ータベース（RISCAD）」の追加。 

• 職場のあんぜんサイトで公開されている、「がん原性に係
る指針対象物質」「リスク評価実施物質」「化学物質によ
る災害事例」「がん原性試験実施結果」の追加。 

• FAQの更新。 

• 法令名称とCAS番号との関連付け。 

• 構造式、名称整備。 
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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。 

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。 

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。 
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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 

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。 

※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 
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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 

トップページから言語を選択できます。 

36 

Contact Information  Member countries information  Disclaimer  FAQ  Manual  Guidance video  Operating environment 

NITE-CHRIPの 

リスト検索機能 
NITE-CHRIPの 

総合検索機能 

CAS番号、物質名称で検索 

表示は多言語対応 

言語を選択します 

AJCSDでは、３つの調べ方が選べます。 



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） 

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 
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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 

AJCSD検索結果画面 NITE-CHRIPの英語
サイトにリンク 
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Member countries information  

日アセアン化学物質管理データベース（AJCSD）の概要 
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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 
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J-CHECK 

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 

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 

★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。 

41 



J-CHECK 

J-CHECKの操作説明書が、2018年10月10日より公開。 
トップページからご覧いただけます。 
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★J-CHECK操作説明書 



J-CHECK 

★J-CHECKの使い方 

【ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ】 

【検索ﾍﾟｰｼﾞ】 
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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 

番号をクリックして
検索結果画面へ 



J-CHECK 

★J-CHECKの使い方 
NITE-CHRIPからの 
リンク先はこのページ 

【検索結果ﾍﾟｰｼﾞ】 

44 

番号をクリックして
詳細画面へ 



J-CHECK 
★J-CHECK詳細画面の見方 
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製造・輸入数量実績 

試験報告書等 

試験の種類を選
択して「表示」
をクリック。 

OECD eChemPortal

の検索結果へ 
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J-CHECK 

★NITE-CHRIPとJ-CHECKの関係性について 

  
化審法の法規制情報 

（化審法番号、 

官報公示名称等） 

  

安衛法 

毒劇法 

化管法 

様々な国内法規制 

外国法規制 

有害性評価書 

化審法に関する試験
報告書 

化審法のリスク評価
進捗状況 

★NITE-CHRIPとJ-CHECKの使い分け 

NITE-CHRIP 
化審法に限らず、様々な情報を収集したい場合。とりあえず情報を収集したい場合。 
 J-CHECK 
化審法に関する情報を収集したい場合。 

化審法関連は
リンク 

製造・輸入数量実績 

NITE-CHRIP J-CHECK 

化審法 



★ NITEからのGHS関連の情報提供 

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。  
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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 

★ GHS関連情報ページのメニュー一覧 

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 

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 
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★政府によるGHS分類結果（Excel, HTML） 

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。 
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※NITE-CHRIPの検索結果からは 

各物質のHTMLﾌｧｲﾙへﾘﾝｸ 

1物質ずつの結果
をExcelとHTML

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 



もくじ

1. 企業に求められている化学物質管理とは 

2. 化学物質管理に必要な情報収集方法 

  ・データーベースの種類 

  ・NITEのデータベース 

3. NITE-CHRIPの活用事例 

  ・番号、名称、構造式から検索してみよう 

  ・化審法情報を検索してみよう 

  ・SDS関係の星取り表を作ってみよう 

  ・SDS作成に必要な情報を集めよう 
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活用事例①：番号、名称、構造式から検索してみよう 

CAS番号による検索 

化審法番号による検索 

CAS番号：50-00-0 

化審法番号：2-482 

（NITE-CHRIPマニュアル：P7参照） 
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活用事例①：番号、名称、構造式から検索してみよう 

名称による検索 

“トルエン”を含む物質を検索 

どのような
物質？ 

（NITE-CHRIPマニュアル：P10参照） 
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名称、構造式による検索 

活用事例①：番号、名称、構造式から検索してみよう 

“トルエン”を含む物質を検索 

構造表示を 

“無”から“有”に変換 候補物質の構造式も表示 

（NITE-CHRIPマニュアル：P12参照） 
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活用事例②：化審法情報を検索してみよう 

★化審法番号を調べたい（既存化学物質等であるか確認したい） 

CAS番号から検索 

調べ方のフロー 

化審法番号あり 

名称から検索 化審法番号あり 

新規化学物質の可能性 

https://www.nite.go.jp/chem/kasinn/kasinn_faq.html 

【化審法FAQ：Q1-1参照】 

※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.nite.go.jp/chem/kasinn/kashinrenraku.html 

一般お問合せフォームから問合せてください 

 

番号情報なし 

番号情報あり 

番号情報あり 

番号情報なし 

◎NITE-CHRIPもしくはJ-CHECKを利用 

https://www.nite.go.jp/chem/kasinn/kashinrenraku.html
https://www.nite.go.jp/chem/kasinn/kashinrenraku.html
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この構造の化審法番号を、名称から探し
てみよう。 

4-tert-ブチルトルエンの化審法番号について 

活用事例②：化審法情報を検索してみよう 



化審法番号検索のコツ 

・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。 
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名称：４－ｔｅｒｔ－ブチルトルエンと同じ名称の化審法番号は存在しない 

→当物質の化審法番号が存在しない訳ではない！ 

（CAS番号の物質と化審法番号の物質は1対1とは限らない） 

トルエン アルキル 

活用事例②：化審法情報を検索してみよう 
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トルエン アルキル 

「アルキル」「トルエン」をスペースで
区切って検索 

活用事例②：化審法情報を検索してみよう 

化審法番号検索のコツ 

・官能基の名称をスペースで区切って検索する。 
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「アルキル（C=2～4）トルエン」に該当 

トルエン アルキル（C=4） 

活用事例②：化審法情報を検索してみよう 
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CAS 

４－ｔｅｒｔ－ブチ
ルトルエン 

MITI 

アルキル（C=2～4）トルエン 

活用事例②：化審法情報を検索してみよう 



★物質名称で検索する時のコツ 
（化審法FAQ: https://www.nite.go.jp/chem/kasinn/kasinn_faq.html） 

（NITE-CHRIPマニュアル：P11参照） 

 • 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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全ての化審法番号とCAS番号の組合せの確認ができ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。 

活用事例②：化審法情報を検索してみよう 

https://www.nite.go.jp/chem/kasinn/kasinn_faq.html
https://www.nite.go.jp/chem/kasinn/kasinn_faq.html


CAS=MITI 

MITI  CAS 

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 
 （NITE-CHRIPマニュアル：P9参照） 

当組合せは掲載しています 

当組合せは掲載しています 
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活用事例②：化審法情報を検索してみよう 



CAS MITI  

CAS   MITI 

CAS 27134-26-5  Chloroaniline 化審法 3-194（優先198） m-クロロアニリン 

CAS: 置換基はどこでも 

化審法: 置換基が限定 

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  

当組合せは「条件」を記載
の上で掲載を開始しました
（2018年7月31日～） 

（参考）化審法番号とCAS番号の関係 
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活用事例②：化審法情報を検索してみよう 

条件：CAS番号の物質の置換基の位置が当該化審法公示名称の規定する置換基の位置に合致すること。 

条件：CAS番号の物質の炭素鎖が直鎖アルカンの基であること。 

当組合せは「条件」を記載
の上で掲載を開始しました
（2018年7月31日～） 

必ず「条件」を確認してください！ 
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活用事例②：化審法情報を検索してみよう 

（参考）化審法番号とCAS番号の関係 

「条件」の記載例 

CAS番号が化審法番号に
該当する条件 



MITI7-1279  MITI7-1283  

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 

（参考）化審法番号とCAS番号の関係 
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活用事例②：化審法情報を検索してみよう 



活用事例③：GHS関係の星取り表を作ってみよう 
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総合検索画面の＜カテゴリーに
よる絞り込み＞から、「化管
法」「安衛法：表示・通知対象
物」「毒劇法」をチェックして、
「検索実行」をクリック。 

－ 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。 

SDS作成が必要な3法を選択 
（NITE-CHRIPマニュアル：P12参照） 



活用事例③： GHS関係の星取り表を作ってみよう 
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4836件ヒット 

「表示項目の追加設定」
をクリック 
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活用事例③： GHS関係の星取り表を作ってみよう 

「再表示」をクリックして、２段目表
示に戻ります。 

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

合わせて10項目まで選択できます。 
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活用事例③： GHS関係の星取り表を作ってみよう 

化審法番号 安衛法番号 日本GHS
分類結果 

毒劇法 化管法 安衛法：
表示通知
対象物 

IARC 
発がん性 

毒劇法 
（シアン除外） 



活用事例④：SDS作成に必要な情報を集めよう 

1. 化学品及び会社情報 

2. 危険有害性の要約 ← GHS分類結果、ラベル要素 ＋ α 

3. 組成及び成分情報 

4. 応急措置 ← Pｺｰﾄﾞ３＊＊の内容 ＋ α 

5. 火災時の措置 ← Pｺｰﾄﾞ３＊＊の内容 ＋ α 

6. 漏出時の措置  ← Pｺｰﾄﾞ３＊＊の内容 ＋ α 

7. 取扱い及び保管上の注意  ← Pｺｰﾄﾞ１＊＊、２＊＊、４＊＊の内容 ＋ α  

8. ばく露防止及び保護措置  ← Pｺｰﾄﾞ２＊＊の内容 ＋ α 

9. 物理的及び化学的性質 ← データ（物理化学的危険性分類の根拠） 

10.安定性及び反応性 ← データ（物理化学的危険性分類の根拠） 

11.有害性情報  ← データ（健康有害性の根拠） 

12.環境影響情報  ← データ（環境有害性の根拠） 

13.廃棄上の注意  ← Pｺｰﾄﾞ５＊＊ ＋ α 

14.輸送上の注意  ← 国連番号、消防法など 

15.適用法令  ← 使用国の法令 

16.その他の情報  ← 文献、災害事例等 

Pｺｰﾄﾞ：Precautionary statements （注意書き）にふられた３桁のコード 

一般、安全対策、応急措置、保管、廃棄に分類されている。分類された有害性区分により、
記載されるべきPコードが定められている。 
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活用事例④：SDS作成に必要な情報を集めよう 

       ～GHS分類結果～ 

Chemical Hazard and 

Risk Information  

Malaysia 

有害性・リスク評価情報 
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活用事例④：SDS作成に必要な情報を集めよう 
       ～国際化学物質安全性カード～ 
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活用事例④：SDS作成に必要な情報を集めよう 
       ～発がん性分類～ 

表3-3-6-2 発がん性分類の比較（GHS 分類区分と他の機関の分類の比較） 

GHS IARC 産衛
学会 

ACGIH EPA 

1986 

EPA 

1996 

EPA 

2005 

NTP EU* 

1A 1 1 A1 A K/L CaH K 1* 

1B 2A 2A A2 B1,B2 L R 2* 

2 2B 2B A3 C S 3* 

分類で
きない 

3 A4 D CDB I 

区分外 4 A5 E NL NL 

事業者向けGHS 分類ガイダンス（平成２５年度改訂版（Ver.1.1） 

*EUの分類結果は、現在GHSと同じ、1A,1B,2の区分分けとなっている。 

提案理由書へもリンク 

産衛学会、IARC、
EPA、NTP、EU５機

関の評価ランクを一
目で確認 
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活用事例④：SDS作成に必要な情報を集めよう 
       ～その他のNITE-CHRIP有用コンテンツ～ 

国内法規制情報 

有害性・リスク評価情報 ：国内有害性評価書／リスク評価書等  

化管法：化学物質選定根拠 ハザードデータ(PDF)  

化学物質有害性評価書／初期リスク評価書 

環境省化学物質の環境リスク評価結果 

安衛法：リスク評価実施物質 

安衛法：化学物質による災害事例 

化学物質安全性（ハザード）評価シート 

化審法：Japanチャレンジプログラム 

有害性・リスク評価情報 ：国外有害性評価書／リスク評価書等  

 OECD：高生産量化学物質（HPV Chemicals）（←JETOC和訳あり） 

国際化学物質簡潔評価文書（CICADs）（←国衛研和訳あり） 

環境保健クライテリア（EHC）（←国衛研和訳あり） 

米国有害物質疾病登録局（ATSDR）：Toxicological Profiles  

米国環境保護庁（EPA）：統合リスク情報システム（IRIS） 

 EU：リスク評価書（RAR）（←国衛研和訳あり） 

有害性・リスク評価情報 ：ICCA掲載安全性要約書(JCIA BIGDr) 

 ICCA掲載安全性要約書(JCIA BIGDr)  
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産総研：リレーショナル化学災害データベース 

リレーショナル化学災害事例データベース(RISCAD)  

（NITE-CHRIP個別リスト一覧表示参照） 



ご清聴ありがとうございました 

NITE-CHRIP日本語サイト 

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

NITE-CHRIP英語サイト 

 https://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（NITE-CHRIP, J-CHECK, GHSお問い合せ）  
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