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本コンテンツの対象者

➢日本国内で化学品（主に安衛法、化管法、毒劇法の対
象物質）のGHS分類を行い、SDS・ラベルを作成又は取
り扱う事業者（初学者：関連業務1年未満目安）

➢ 国内におけるGHSのルールや関係文書の位置づけを理
解すること

➢ 化学品（純物質or混合物）のGHS分類の基礎を理解
すること

➢ SDS・ラベルの位置づけを理解し、職場環境における安
全作業等および事業者間の情報伝達に活用できること

本コンテンツの狙い

2



本コンテンツの内容

１．GHSの概要

２．化学物質（純物質）のGHS分類基礎

３．混合物（製品）のGHS分類基礎

４．SDSの概要
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そもそもGHSとは

国連GHS文書
（パープルブック）

規定内容
➢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

化学品の分類および表示に関する世界調和システム
GHS（Globally Harmonized System of 

Classification and Labelling of Chemicals）

１．GHSの概要



5

そもそもGHSとは

✓ 目的

– 健康の維持と環境の保護を促進する

– 貿易を容易にする

✓ 範囲・対象

– 危険有害な化学品（純粋な化学物質、希釈液、混合物）

– 労働者（労働分野）、消費者（消費者製品）、輸送関係者

（輸送分野）、緊急時対応者

GHSが整備された理由

世界で共通な化学品の危険性及び伝達の基準を整
備することで、世界中のどこでも危険有害性の情報が
正しく伝達されることを目指して整備されたものである

１．GHSの概要
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そもそもGHSとは

✓ 国連GHS専門家小委員会にて年2回、改訂
議論があり、２年に１回改訂版を発行

✓ 現在の最新版は改訂9版発行（2021年）
✓ 国内は現在改訂6版に準拠した制度に

対訳：GHS関係省庁
連絡会議仮訳

定期的な内容の見直し

GHSは最新の世界動向や試験技術の
発達などを踏まえて定期的に内容が更新
されている

１．GHSの概要
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そもそもGHSとは

選択可能方式（Building block approach）

✓GHS文書では各国の法令の実情を考慮して、GHS文
書に記載されている全てのルールを必ずしも取り入れなく
てもよいとする方式がある。

✓例えば、どのGHSの版（例：改訂2版、改訂4版）を使
用するのか、危険有害性項目の各区分を全て採用する
のか、など。

✓そのため国によって採用されているGHSルールが異なる場
合があるので注意が必要。

？

１．GHSの概要
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日本国内には様々な化学物質管理法令が存在するが、GHSに関連した法律は主に３つ
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国内におけるGHS関連の法律 １．GHSの概要



GHSの概念は、SDS3法（化管法、安衛法、毒劇法）に部分的に含まれている

9

化管法

（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）

• SDSの提供義務

• ラベルの表示努力義務

安衛法

（労働安全衛生法）

• SDSの提供義務

• ラベルの表示義務

毒劇法

（毒物及び劇物

取締法）

• 名称、含量、製造業者の情報
等の表示義務

• 性状・取扱に関する情報等の提
供義務

国内におけるGHS関連の法律等

1

2

3 法律対応のためGHS共通ルールが日本産業規格（JIS）にまとめられており、
JISに準拠したガイダンスが整備されている

2022年度以降、化管法・安衛法は義務対象物質の増加を予定している

押さえておきたい３つのポイント

現在約550種

今後約650種（2021年度）

現在約650種

今後約2800種
（2021年度以降順次）

現在550種

１．GHSの概要
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国連GHS文書とGHSに関するJIS

改訂JISの発行

国連GHS文書の
発行（2年に１度）

日本国内で和訳

（関係省、業界団
体）

JISへの導入検討
（約5年に1度）

国連GHS文書 改
訂6版に準拠
（2017年時点）

１．GHSの概要
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国連GHS文書とGHSに関するJIS

日本産業規格（JIS）
・JIS Z 7252：2019

GHSに基づく化学品の分類方法
→危険有害性の分類方法に関するJIS

国連GHS文書の内容を日本のルールとして
整理したのが２つのJIS

・JIS Z 7253：2019
GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法
→SDSとラベルの作成方法に関するJIS

１．GHSの概要

https://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
※日本産業標準調査会のWebページから閲覧が可能です。
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JISで採用/不採用のGHSルール

JISについては現在、国連GHS文書改訂６版を採用し、これに基づき
整備されているが、一部の項目については選択的に採用している。
諸外国と日本国内のGHSルールを比較する際に特に注意すべき項目
は以下の2つである。

・JISで選択的に採用しているGHSのルール（選択可能方式）とは

？

諸外国のGHSルールと比
較して気を付けなければ
ならない点はどこ？・・・

✓使用可能な危険有害性項目
✓混合物分類のためのカットオフ値/濃度限界

１．GHSの概要
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選択可能方式

（ビルディングブロック）

NITE-Gmiccs分類ロジック より抜粋

危険有害性項目のうち、日本のJISで
は以下の赤枠の箇所を採用しておらず、
国内では分類も記載も求められない。

１．GHSの概要

https://www.ghs.nite.go.jp/link/ja/contents/gmiccs_logic_20210401.pdf
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カットオフ値（濃度限界）:分類を行う値

NITE-Gmiccs分類ロジック より抜粋

UN

JIS JISで選択的に採用しているルール

国連GHS文書で包括的に採用しているルール

１．GHSの概要

選択可能方式（ビルディングブロック）

1.0 %

0.3 %

3.0 %

10 %

10 % 10 %  or  1.0 %

10 %  or  1.0 %

3.0 %  or  0.1 %

0.3 %  or  0.1 %

1.0 %  or  0.1 %

https://www.ghs.nite.go.jp/link/ja/contents/gmiccs_logic_20210401.pdf


本コンテンツの内容

１．GHSの概要

２．化学物質（純物質）のGHS分類基礎

３．混合物（製品）のGHS分類基礎

４．SDSの概要
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GHS「危険有害性」の種類

【物理化学的危険性 17項目】
爆発物
可燃性ガス
エアゾール
酸化性ガス
高圧ガス
引火性液体
可燃性固体
自己反応性化学品
自然発火性液体
自然発火性固体
自己発熱性化学品
水反応性可燃性化学品
酸化性液体
酸化性固体
有機過酸化物
金属腐食性化学品
鈍性化爆発物

【健康に対する有害性 10項目】
急性毒性
皮膚腐食性/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）
誤えん有害性

【環境に対する有害性 3項目】
水生環境有害性（急性／短期）
水生環境有害性（慢性／長期）
オゾン層への有害性

16

２．化学物質のGHS分類基礎



物理化学的危険性 健康有害性 環境有害性

爆発物
可燃性ガス
エアゾール
酸化性ガス
高圧ガス
引火性液体
可燃性固体
自己反応性化学品
自然発火性液体
自然発火性固体

自己発熱性化学品
水反応可燃性化学品
酸化性液体
酸化性固体
有機過酸化物
金属腐食性化学品
鈍性化爆発物

急性毒性
皮膚腐食性／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）
誤えん有害性

水生環境有害性
短期（急性）
長期（慢性）

オゾン層への有害性
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国連GHS文書（パープルブック）
第7版 より作成

２．化学物質のGHS分類基礎GHS「危険有害性」の種類



＜ラベル・SDSの絵表示と危険・有害性＞
可燃性／引火性ガス
引火性液体
可燃性固体
自己反応性化学品

など

支燃性／酸化性ガス
酸化性液体・固体

爆発物
自己反応性化学品
有機過酸化物

金属腐食性物質
皮膚腐食性

眼に対する重大な
損傷性

高圧ガス 急性毒性
（区分１～３）

急性毒性 (区分４)
皮膚刺激性(区分２)
眼刺激性(区分２Ａ)
皮膚感作性
特定標的臓器毒性

（区分３）
など

水生環境有害性 呼吸器感作性
生殖細胞変異原性
発がん性
生殖毒性
特定標的臓器毒性
（区分１，２）
吸引性呼吸器有害性

【どくろ】

【円上の炎】 【爆弾の爆発】

【ガスボンベ】【腐食性】

【環境】 【健康有害性】

【炎】

【感嘆符】

ピクトグラム
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絵表示（ピクトグラム）：【シンボル】を赤い枠で囲んだもの

２．化学物質のGHS分類基礎GHS「危険有害性」の種類
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⚫ 物質の持つ性質である危険有害性に基づく

⚫ 入手可能なデータを用いて分類する

分類調和における基本方針

２．化学物質のGHS分類基礎



GHS分類の判定基準例１
物理化学的危険性／引火性液体と自然発火性固体

GHS文書 改訂第６版（2015年）の仮訳 （経済産業省）
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/files/ghs/ghs_text_6th/GHS_rev6_jp_document.pdf

UN JIS
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２．化学物質のGHS分類基礎



GHS分類の判定基準例２
健康に対する有害性／急性毒性

GHS文書 改訂第６版（2015年）の仮訳 （経済産業省）
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/files/ghs/ghs_text_6th/GHS_rev6_jp_document.pdf

UN
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ATEにはLD50/LC50が入る
（半数致死量）

２．化学物質のGHS分類基礎



GHS分類の判定基準例２
健康に対する有害性／急性毒性

日本の場合

政府向けGHS分類ガイダンス（令和元年度改訂版）
GHS_classification_gudance_for_government_2020.pdf (meti.go.jp)

JIS
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２．化学物質のGHS分類基礎

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/files/ghs/GHS_gudance_rev_2020/GHS_classification_gudance_for_government_2020.pdf
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選択可能方式

（ビルディングブロック）

NITE-Gmiccs分類ロジック より抜粋

危険有害性項目のうち、日本のJISで
は以下の赤枠の箇所を採用しておらず、
国内では分類も記載も求められない。

２．化学物質のGHS分類基礎

https://www.ghs.nite.go.jp/link/ja/contents/gmiccs_logic_20210401.pdf
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GHS分類の判定基準例３
健康に対する有害性／皮膚腐食性/刺激性

GHS文書 改訂第６版（2015年）の仮訳 （経済産業省） https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/files/ghs/ghs_text_6th/GHS_rev6_jp_document.pdf

UN

JIS

UN

UN

JIS

２．化学物質のGHS分類基礎
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GHS分類の判定基準例４
健康に対する有害性／発がん性

GHS文書 改訂第６版（2015年）の仮訳 （経済産業省） https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/files/ghs/ghs_text_6th/GHS_rev6_jp_document.pdf

UN JIS

２．化学物質のGHS分類基礎
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GHS分類の判定基準例５
環境に対する有害性／水生環境有害性（短期）

GHS文書 改訂第６版（2015年）の仮訳 （経済産業省） https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/files/ghs/ghs_text_6th/GHS_rev6_jp_document.pdf

UN JIS

２．化学物質のGHS分類基礎
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JIS及びガイダンスを用いるのが基本となる

化学物質GHS分類の手引き

日本産業規格（JIS）
・JIS Z 7252：2019
GHSに基づく化学品の分類方法
→危険有害性の分類方法に関するJIS

事業者向けGHS分類ガイダンス
→事業者がJISを用いて分類を効
率に進められる指南書

政府向けGHS分類ガイダンス
→政府が単一物質についてGHS分類
を効率的に進めるための指南書

２．化学物質のGHS分類基礎
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政府によるGHS分類結果

ガイダンスに基づいて政府分類を整備

政府による
GHS分類結果

SDS・ラベルの作成支援のために
政府がGHS分類を実施

約3,000物質

でもGHSの分類は難しい・・・

政府向けGHS分類ガイダンス

２．化学物質のGHS分類基礎
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NITE Webサイト 個別物質分類結果抜粋
（例 無水フタル酸）

分類結果・分類根拠・分類年度など詳細に公開

２．化学物質のGHS分類基礎
政府によるGHS分類結果

https://www.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_nite_download.html
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危険有害性項目 分類結果 シンボル 注意喚起語 分類根拠

引火性液体 区分2 危険
引火点13℃（Closed cup）、沸点78.5℃（Merck（2006））に基づいて区分
2とした。
なお、国連分類はUN1170、クラス3、PGIIである。

急性毒性（経口） 区分に該当しない - -
ラットのLD50値＝6,200 mg/kg、11,500 mg/kg、17,800 mg/kg、13,700 
mg/kg（PATTY（6th, 2012））、15,010 mg/kg、7,000-11,000 mg/kg（SIDS
（2005））はすべて区分外に該当している。

眼に対する重篤な
損傷性／眼刺激性

区分2B - 警告

ウサギを用いた2つのDraize試験（OECD TG 405）において、中等度の
刺激性と評価されている（SIDS（2005））。このうち、1つの試験では、所
見として角膜混濁、虹彩炎、結膜発赤、結膜浮腫がみられ、第1日の平
均スコアが角膜混濁で1以上、結膜発赤で2以上であり、かつほとんど
の所見が7日以内に回復した（ECETOC TR 48（2）（1998））ことから、区
分2Bに分類した。

発がん性 区分1A 危険

エタノールはACGIHでA3に分類されている（ACGIH（7th, 2012））。また、
IARC（2010）では、アルコール飲料の発がん性について多くの疫学
データから十分な証拠があることなどから、アルコール飲料に含まれる
エタノールの摂取により、エタノール及び主代謝物であるアセトアルデ
ヒドが食道などに悪性腫瘍を誘発することが明らかにされているため、
区分1Aに分類する。

特定標的臓器毒性
（反復暴露）

区分1（肝臓）、区分2（中
枢神経系）

危険
警告

ヒトでのアルコールの長期大量摂取はほとんど全ての臓器に悪影響を
及ぼすが、最も強い影響を与える標的臓器は肝臓であり、障害は脂肪
変性に始まり、壊死と線維化の段階を経て肝硬変に進行する（DFGOT 
vol.12（1999））との記載に基づき区分1（肝臓）とした。また、アルコール
乱用及び依存症患者の治療として、米国FDAは3種類の治療薬を承認
しているとの記述がある（HSDB（Access on June 2013））ことから、区
分2（中枢神経系）とした。なお、動物実験では有害影響の発現はさほ
ど顕著ではなく、ラットの90日間反復経口投与試験において、ガイダン
ス値範囲をかなり上回る高用量で肝臓への影響として脂肪変性が報
告されている（SIDS（2005）、 PATTY（6th, 2012））。

名称：エタノール （CAS RN:64-17-5）

２．化学物質のGHS分類基礎政府によるGHS分類結果
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諸外国と日本のGHS分類結果

国連GHS文書やJISでは分類の方法について言及しており、具体的な化学品に
対してどのようなGHS分類区分が付与されるかについては言及されていない。
しかしながら、一部の国や地域では化学品（純物質）に対して使用可能な
GHS分類結果を明確に定めている場合がある。
日本では、政府が分類したGHS分類結果を公開しているが、これらはあくまで
SDSやラベル作成の際の参考であり、使用を強制するものではない。

日本政府による
GHS分類結果

＜参考分類＞ ＜強制分類＞

ラベルやSDSを作成する際に
参照してもらうことを目的に公開
分類結果の使用義務はない

例えば日本ではSDS作成の参考となるような
GHS分類結果が公開されています。

ラベルやSDSを作成する際に指定の分類
結果を使用する義務が発生するもの

EU:CLP調和分類
（ヨーロッパのGHS分類）

https://www.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_downlo
ad.html

https://echa.europa.eu/regulations/clp
/harmonised-classification-and-labelling

例えば欧州では一部の化学物質に対して
使用しなければならないGHS分類結果が
公開されています。

２．化学物質のGHS分類基礎



本コンテンツの内容

１．GHSの概要

２．化学物質（純物質）のGHS分類基礎

３．混合物（製品）のGHS分類基礎

４．SDSの概要
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流通する化学品の多くは混合物

ある製品が混合物として
複数の成分を含む場合
は単一物質ではなく混合
物としてGHSの分類を行

う必要があります

塗料、顔料、染料、香料、薬剤、洗剤など・・・

３．混合物のGHS分類基礎
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混合物の分類方法（優先順）

①混合物としてのデータがあればそれを使用

②つなぎの原則（Bridging principles）
①希釈
②製造バッチ
③毒性の高い混合物の濃縮
④一つの危険有害性区分の中での内挿
⑤本質的に類似した混合物
⑥エアゾール

③既知の成分に関する試験データ等を用いて分類する
方法（加算式、カットオフ値/濃度限界など）

優
先
度

高

低

※物理化学的危険性には基本的に適用不可

※物理化学的危険性には基本的に適用不可

３．混合物のGHS分類基礎
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①混合物としてのデータがあればそれを使用

様々な成分を含む混合物（製品）として試験した
結果（燃焼性試験や変異原性試験など）がある場合は

その結果が最も優先される

３．混合物のGHS分類基礎



②つなぎの原則（Bridging principles）

36

希釈

有害性があまりないと考えられる物質で希
釈した場合、試験された元の化学物質/
混合物と同等として分類して良い。

３つの混合物（A,B,C）が同じ成分Dをも
ち、AとBが試験されて主にDにより同じ有害
性区分にある場合で、さらにCの成分DがAと
Bの中間濃度であれば、同一区分にして良い。

製造バッチ
同じ製造業者が生産した同じ製品は、試験
した製造バッチの有害性と同等とみなせる。
ただし、バッチ間で有害性が変動する場合は
新しく分類する。

類似
A+B（試験済み）、C+B（試験なし）と
いう2種類の混合物がある。AとCの有害性
区分が同等であり、同程度混合されているB
は有害性に影響しないと考えられれば、C+B
はA＋Bと同じ区分に分類しても良い。

濃縮

区分1や細区分１Aに分類される成分を
濃縮する場合、追加試験無しで区分１あ
るいは１Aにしてもよい。

エアゾール
エアゾール形態の混合物は添加した噴霧
剤が噴霧時に有害性に影響しない条件下
では、非エアゾール形態の混合物と同一区
分で良い。

内挿

３．混合物のGHS分類基礎
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つなぎの原則が適用できる有害性

３．混合物のGHS分類基礎
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全成分についてデータが利用できる場合の

急性毒性推定値（ATE）

100／ATE mix ＝ ∑(Ci／ATE i)

Ci: 成分iの濃度

n: 成分数（nのとき、i は1からn）

ATE i：成分iの急性毒性値（利用可能なLD50／LC50値など）

ATE mix：混合物の急性毒性推定値

ｎ

③既知の成分に関する試験データ等を
用いて分類する方法

健康に対する有害性／急性毒性

３．混合物のGHS分類基礎
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健康に対する有害性／発がん性

ｎ

JIS

UN

GHS文書 改訂第６版（2015年）の仮訳 （経済産業省）
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/files/ghs/ghs_text_6th/GHS_rev6_jp_document.pdf

③既知の成分に関する試験データ等を
用いて分類する方法

３．混合物のGHS分類基礎
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カットオフ値（濃度限界）:分類を行う値

NITE-Gmiccs分類ロジック より抜粋

③既知の成分に関する試験データ等を
用いて分類する方法

３．混合物のGHS分類基礎

1.0 %

0.3 %

3.0 %

10 %

10 % 10 %  or  1.0 %

10 %  or  1.0 %

3.0 %  or  0.1 %

0.3 %  or  0.1 %

1.0 %  or  0.1 %

https://www.ghs.nite.go.jp/link/ja/contents/gmiccs_logic_20210401.pdf
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JIS及びガイダンスを用いるのが基本となる

混合物GHS分類の手引き

日本産業規格（JIS）
・JIS Z 7252：2019
GHSに基づく化学品の分類方法
→危険有害性の分類方法に関するJIS

事業者向けGHS分類ガイダンス
→事業者がJISを用いて分類を効
率に進められる指南書

政府向けGHS分類ガイダンス
→政府が単一物質についてGHS分類
を効率的に進めるための指南書

３．混合物のGHS分類基礎
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国連GHS文書

初版（2003年）

改訂８版（2019年）

改訂７版（2017年）

改訂６版（2015年）

改訂５版（2013年）

改訂４版（2011年）

改訂２版（2007年）

改訂３版（2009年）

日本産業規格（JIS）

JIS Z 7250：2010 (MSDS)

JIS Z 7251：2010 (表示)

JIS Z 7252：2014 (分類方法)

JIS Z 7253：2012 (情報伝達)

JIS Z 7252：2019 (分類方法)

JIS Z 7253：2019 (情報伝達)

JIS Z 7252：2009 (分類方法)

GHS分類ガイダンス

政府向けGHS分類ガイダンスVer. 2.0 (2019)

事業者向けGHS分類ガイダンスVer. 2.0 (2019)

政府向けGHS分類ガイダンスVer. 1.1 (2015) 

事業者向けGHS分類ガイダンスVer. 1.1 (2015)

【参考】GHS文書、法律、JIS、ガイダンス等の位置づけ

統合

安衛法

化管法

毒劇法

SDS3法

準拠 or 推奨

純物質

混合物

純物質

混合物

ガイダンス等に準拠し分類実施

GHS分類マニュアル(H18.2.10版)

政府向けGHS分類ガイダンス(H20.9.5版) 

事業者向けGHS分類ガイダンス(H21改訂版) 

純物質

混合物

適宜、改訂

改訂9版（2021年）

３．混合物のGHS分類基礎
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GHS混合物分類判定ラベル作成システム
NITE-Gmiccs（GHS Mixture Classification and 

Labelling Creation System）

経済産業省が運用するインストール型のGHS混合物
分類判定システムをリニューアルしたシステム

３．混合物のGHS分類基礎
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ここをクリック

GHS総合情報提供サイト（NITEのWebサイト）
https://www.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_index.html

GHS混合物分類判定ラベル作成システム（NITE-Gmiccs）
https://www.ghs.nite.go.jp/

NITE-Gmiccsへの接続方法
３．混合物のGHS分類基礎

https://www.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_index.html
https://www.ghs.nite.go.jp/
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GHSラベル
GHS分類結果

Gmiccsから出力
したGHS分類結
果をSDSの作成に
活用できます

◆ SDSの提供義務
◆ ラベルの表示努力義務

◆ SDSの提供義務
◆ ラベルの表示義務

◆ 名称、含量、製造業者の情報等の表示義務
◆ 性状・取扱に関する情報等の提供義務

※各法律で求められる義務の詳細については必ず所管省庁から公表される情報をご確認ください。

NITE-Gmiccsの活用イメージ
３．混合物のGHS分類基礎

化管法

安衛法

毒劇法
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基礎データとして約3000の単一物質のGHS情報をGmiccsへ収載

混合物（製品）に含まれる単一物質※1を選択し、含
有率を入力すれば危険有害性の分類を判定※2します

※1 単一物質のデータがGmiccsに収載されていない（政府によるGHS分類結果がない）
場合はユーザーで準備し、Gmiccsに登録する必要があります。

SDS・ラベルの作成支援のために政府
がGHS分類を実施

約3,000物質

「政府によるGHS分類結果」

分類結果をNITEが整理・統合 NITE-Gmiccs
GHS混合物分類判定ラベル作成システム invented by METI

※2 物理化学的危険性については一部のみの分類がシステムで判定されるため、
必ずユーザー側でロジックを確認してください。

３．混合物のGHS分類基礎
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混合物（製品）中でNITE-Gmiccsに収載されていない
組成成分データはユーザー側で登録する必要があります※

※未登録の組成成分についてはNITE-Gmiccsに登録が必要です。組成成分のGHS分類情報を用意し、NITE-Gmiccsの
Step2で登録します。成分のGHS分類情報がない場合は、データなし（分類できない）、として登録する必要があります。

NITE-Gmiccs
GHS混合物分類判定ラベル作成システム invented by METI

ユーザー
所有情報

未
登
録

３．混合物のGHS分類基礎
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Gmiccsでは２つのGHS分類判定方法が選択できます

JIS

日本産業規格（JIS）※1にて採用されている
濃度限界/カットオフ値、危険有害性項目の
区分に基づき分類

※1 JIS Z 7252「GHSに基づく化学品の分類方法」
※2 海外では採用されているGHS国連文書の改訂版が異なる場合があります。ご注意下さい。

国内向け

UN

海外向け

３．混合物のGHS分類基礎

国連GHS文書（改訂６版）※2にて記載さ
れている低い方の濃度限界/カットオフ値、危
険有害性項目の全区分に基づき分類
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STEP 1：混合物の情報を入力する

CSVファイル

CSVファイル

GHS分類結果

会社情報を入力するとGHS対応のラベルを出力できます

GHSラベル

Webフォーム
入力

CSVファイル

Webフォーム
入力

混合物（製品）の組成情報などを入力
手入力 or エクセルフォーマット(CSV)でまとめてアップロード

純物質のGHS分類情報などを入力
手入力 or エクセルフォーマット(CSV)でまとめてアップロード

STEP 2：不足情報を確認する
不足する単一物質（成分）を入力する

分類判定ルールを選択すると

自動的にGHS分類されるのを待つだけ！

STEP 3： 混合物のGHS分類を行う STEP 4： ラベル出力を行う

３．混合物のGHS分類基礎
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①混合物としてのデータがあればそれを使用

②つなぎの原則（Bridging principles）
①希釈
②製造バッチ
③毒性の高い混合物の濃縮
④一つの危険有害性区分の中での内挿
⑤本質的に類似した混合物
⑥エアゾール

③既知の成分に関する試験データ等を用いて分類する
方法（加算式、カットオフ値/濃度限界など）

優
先
度

高

低

※物理化学的危険性には基本的に適用不可

※物理化学的危険性には基本的に適用不可

３．混合物のGHS分類基礎

NITE-Gmiccsの対応範囲

混合物の分類方法（優先順） 再掲



NITE-Gmiccsでできる事できない事
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人健康/環境有害性
の分類判定

加算式及びカットオフ値で
実施できる分類

“一部”の物理化学的
危険性の分類判定

可燃性ガス、酸化性ガス、引火
性液体はデータ次第
残りの項目は国連番号から分類

大量のデータを
入出力

複数の混合物（製品）情報や
単一物質（成分）情報をCSV
で入出力

化学物質”単体”のGHS
分類およびラベル表示に
は対応していません

３．混合物のGHS分類基礎



2. 物質情報の充実（年度内予定）

3. SDS様式への出力機能の実装（検討中）

• EU CLP調和分類の掲載
→NITE分類で対象とされていない約2400のCAS RN追加

• GHS分類結果をSDS様式（フォーマット）に出力する機能

NITE-Gmiccs 今後の予定

1. データ移行ツールの公開（年内予定）

• 経済産業省から公表されているGHS混合物分類判定システムから
NITE-Gmiccsに取り込めるデータファイルに変換可能なツールの整備

３．混合物のGHS分類基礎
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本コンテンツの内容

１．GHSの概要

２．化学物質（純物質）のGHS分類基礎

３．混合物（製品）のGHS分類基礎

４．SDSの概要
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SDSとは、「安全データシート」のSafety 
Data Sheetの頭文字をとったもので、
事業者が化学物質及び化学物質を含
んだ製品を労働環境における使用及び
他の事業者に譲渡・提供する際に交付
する化学物質の危険有害性情報を記
載した文書であり、GHSに基づいて作
成されている。

化学物質及び化学物質を含んだ製品
に起因する予見可能なリスクをサプライ
チェーンの全ての関係者に周知し、人
の健康及び環境に対する災害・事故を
未然に防止することが最大の目的であ
り、いわば労働者の知る権利を守るため
のものである。

原料メーカー

輸送事業者

製造メーカー

輸送事業者

小売事業者

SDSによる情報伝達イメージ

SDSの目的
４．SDSの概要
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SDSに記載するべき内容

・基本的な危険有害性情報

・安全に扱うための情報

化学品に関する・・・

危険な（又は危険の可能性のある）成分が
どれくらい含まれているのか？

事故を防ぐために
どのように扱うべきなのか？

が記載されている

・作成者や供給者の同定情報

誰が化学品を製造し
誰が流通させたのか？

※安全性を証明するための資料ではない

（厚生労働省モデルSDSより ホルムアルデヒド）

４．SDSの概要
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１．化学品等及び会社情報

化学品等の名称：安全な化学品A

２．危険有害性の要約

物理化学的危険性：対象外、特になし

健康に対する有害性：無毒、無刺激

環境に対する有害性：なし、毒性なし

４．応急措置

安全データシート（SDS）

危険性なし。処置は不要。

過度に安全性が
強調されていないか？

【参考】安全性を証明するためのSDS？

証拠となるような情報や
データが記載されているか？

４．SDSの概要
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ラベル（GHS上）とは

※SDSの情報が基本でありラベルは視認性の良い記載

○○○○○ CAS番号： 50-00-0

毒物及び劇物取締法：

ロットNo. XYZ0123

消防法： 貯蔵等の届出を要する物質

劇物

【安全対策】
熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
環境への放出を避けること。
保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

【応急措置】
吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる
場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
呼吸に関する症状が出た場合：医師に連絡すること。
漏洩ガス火災の場合：漏えいが安全に停止されない限り消火しないこと。

【保管】
容器を密閉しておくこと。
施錠して保管すること。
日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】
内容物／容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

【その他の危険有害性】
情報なし

供 給 者：○○○○株式会社　　　 

注意書き

ホルムアルデヒド (Formaldehyde)

成分：

危険
危険有害性情報

極めて可燃性又は引火性の高いガス
高圧ガス：熱すると爆発のおそれ
飲み込むと有害
皮膚に接触すると有毒
遺伝性疾患のおそれの疑い
長期にわたる、又は反復ばく露による中枢神経系、呼吸器の障害

ラベル

SDSからエッセンスのみを抜き出
したのがラベル要素

（厚生労働省モデルラベルを基に編集 ホルムアルデヒド）

４．SDSの概要
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SDSの様式

前項における目的を達成するためにはSDSの
内容を確実に情報伝達する必要がある。
そのため、日本では、日本産業規格（JIS）
にSDS作成のルールが定められている。
例えば・・・

統一的な記載項目
✓ 項目の順番は統一
✓ 項目名称は統一
✓ 項目数は１６個

統一的な危険有害性の分類基準
✓ 分類基準はJISに準拠
✓ 使用される絵表示はJISに準拠

統一的な文言の使用
✓ 危険有害性の表現はJISに準拠
✓ 注意書きの文言はJISに準拠

様式を揃えることで正しい情報伝達が実現する

４．SDSの概要
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SDSの適用対象

SDS対象：〇 SDS対象：△

成形品
（特定の形状が機能を決定する物体）

化学品
（純物質または混合物（製品））

SDSを作成する対象となる物質については厳密に定義されているわけで
はないが、一般的にGHS分類基準に基づき、危険有害性があると判
断される化学品はSDSを作成し情報伝達をすることが推奨※される。
一方で、化学品を特定の形状に加工した成形品については一般的に
SDSの作成を求められていない。ただし、誤った使用方法や事故などを
想定して成形品を混合物とみなし、SDSを作成する場合もあるので注
意が必要。 ※法律で義務付けられている場合を除く

４．SDSの概要
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１．化学品および会社情報

２．危険有害性の要約

３．組成及び成分情報

４．応急処置

５．火災時の措置

６．漏出時の措置

７．取り扱いおよび保管上の注意

８．暴露防止および保護措置

９．物理的および化学的性質

１０．安定性および反応性

１１．有害性情報

１２．環境影響情報

１３．廃棄上の注意

１４．輸送上の注意

１５．適用法令

１６．その他の情報

SDSに記載するべき内容

SDSは上記の16項目から成り立っている

４．SDSの概要
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SDSの作成方法について

厚生労働省：GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報
・モデルSDS
→約3,000物質のサンプルSDSを掲載

・JIS Z 7253：2019
GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法
→SDSとラベルの作成方法に関するJIS

４．SDSの概要

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_
MSD_FND.aspx



62

SDSの作成方法について

他にも経済産業省から公表されている作成ガイドや、国連GHS文書の附属
書にSDSの作成方法についてまとめられているので、こちらも参照のこと。

附属書 ４
安全データシート (SDS) 

作成指針

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_mana
gement/law/information/seminar2020/SDS_g
uidance_2020.pdf

４．SDSの概要
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SDSの読み方

化学品の特性（成分情報）について

Q1-3:危険有害性に情報が書いていないけど安全なの？

Q1-4:ある成分の濃度が0.1％以下だけど安全なの？

Q1-1:この化学品には何が含まれているの？

Q1-2:この化学品はどれくらい危険なの？この絵は何？

４．SDSの概要
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項目３ 組成及び成分情報

ポイント
SDSの目的は人の健康及び環境に
対する災害・事故を未然に防止するこ
とであり、危険有害性のある物質を伝
達することを求めている。
そのためSDSにおいて危険有害性が
把握されていない成分情報の詳細が
省略されていることがあるので注意が
必要。

Q1-1:この化学品には何が含まれているの？

？

A: 化学品に含まれる主な成分については項目３に記載されています。

（厚生労働省モデルSDSより ホルムアルデヒド）

化学名又は一般名

別名

濃度又は濃度範囲

分子式 (分子量)

化学特性 (示性式又は構造
式)

CAS番号

官報公示整理番号
（化審法）

官報公示整理番号
（安衛法）

分類に寄与する不純物及び
安定化添加物

情報なし

50-00-0

2-482

2-(8)-379

ホルムアルデヒド

オキソメタン
メチルアルデヒド

100％

CH2O (30.03)

３．組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別 単一製品

省略名（例：アルカン類、アル
コール類）での記載の場合あり。
ただし、法規制に該当する場合は

省略不可。

企業の秘密情報保護のため含有量
の幅 （<15%, 20%-30%）での

記載や、少量の場合、微量成分
（0.1%<）となることも。

省略されることも。物質の同定が必
要な場合は作成者に問い合わせる。

４．SDSの概要

SDSの読み方
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Q1-2:この化学品はどれくらい危険なの？この絵は何？

項目２ 危険有害性の要約

？

A:化学品の危険有害性情報は項目２にまとめられていますが、SDSでは化学
品の危険性をGHSに基づいて表現します。そのためGHSにおける危険有害
性区分及び絵表示の意味を理解する必要があります。
さらに、健康有害性については項目11に、環境への有害性については項目
12に詳細な記載があります。一部の物理化学的危険性は項目９に記載があ
ります。

項目１２ 環境影響情報

項目１１ 有害性情報

項目９ 物理的及び化学的性質

４．SDSの概要

SDSの読み方
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「物理化学的危険性」 全17項目、
「健康有害性」 全10項目、
「環境有害性」 全3項目で、
該当する場合に各項目が記載される。

GHS分類 分類実施日
(物化危険性及び健康有害性)

物理化学的危険性

健康に対する有害性

分類実施日
(環境有害性)

環境に対する有害性

絵表示

注）　上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された
「分類対象外」、「区分外」又は「分類できない」に該当する。なお、これらに該当する場合は後述の１１項
に記載した。

ＧＨＳラベル要素

水生環境有害性 (急性) 区分2

特定標的臓器毒性　(反復ばく露) 区分1 (中枢神経系、呼吸器)

環境に対する有害性はH18年度、GHS分類マニュアル（H18.2.10版）
を使用

発がん性 区分1A

特定標的臓器毒性　(単回ばく露) 区分1 (神経系、呼吸器)

呼吸器感作性 区分1

皮膚感作性 区分1

生殖細胞変異原性 区分2

皮膚腐食性／刺激性 区分2

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分2

急性毒性(経皮) 区分3

急性毒性(吸入：ガス) 区分2

急性毒性(経口) 区分4

可燃性／引火性ガス
(化学的に不安定なガスを含む)

区分1

高圧ガス 液化ガス

２．危険有害性の要約

H30.3.16、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1)：
JIS Z7252:2014準拠) を使用

GHS改訂４版を使用

Q1-2:この化学品はどれくらい危険なの？この絵は何？

項目２ 危険有害性の要約

（厚生労働省モデルSDSより ホルムアルデヒド）

区分１ 区分２ 区分３ 区分4

危険性 高 中 低

GHSにおける危険有害性がある場合

絵表示（ピクトグラム）に
ついては次へ

４．SDSの概要

SDSの読み方
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Q1-2:この化学品はどれくらい危険なの？この絵は何？

項目２ 危険有害性の要約

万国共通の絵（シンボル）であり世界中で使用されている

可燃性／引火性ガス
引火性液体
可燃性固体
自己反応性化学品

など

支燃性／酸化性ガス
酸化性液体・固体

爆発物
自己反応性化学品
有機過酸化物

金属腐食性物質
皮膚腐食性

眼に対する重大な
損傷性

高圧ガス 急性毒性
（区分１～３）

急性毒性 (区分４)
皮膚刺激性(区分２)
眼刺激性(区分２Ａ)
皮膚感作性
特定標的臓器毒性

（区分３）
など

水生環境有害性 呼吸器感作性
生殖細胞変異原性
発がん性
生殖毒性
特定標的臓器毒性
（区分１，２）
吸引性呼吸器有害性

【どくろ】

【円上の炎】 【爆弾の爆発】

【ガスボンベ】【腐食性】

【環境】 【健康有害性】

【炎】

【感嘆符】

この絵は絵表示（ピクトグラム）
と呼ばれている。

４．SDSの概要

SDSの読み方
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注意書きについて
注意書き

　安全対策

　応急措置

使用前に取扱説明書を入手すること。
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－
禁煙。
粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
取扱後はよく手を洗うこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
環境への放出を避けること。
保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。注）【】の
文言は、化学品の使用時に関する追加的な情報が、安全な使用のた
めに十分であろう換気のタイプを説明している場合に使用できま
す。

飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること。
口をすすぐこと。
皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹸）で洗うこと。
皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診断、手当てを受
けること。
吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息
させること。
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレ
ンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を
続けること。
眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。
直ちに医師に連絡すること。
呼吸に関する症状が出た場合：医師に連絡すること。
汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をする
こと。
漏洩ガス火災の場合：漏えいが安全に停止されない限り消火しない
こと。
安全に対処できるならば着火源を除去すること。
特別な処置が緊急に必要である（このラベルの・・・を見よ）。
注）　”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるため
の連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時に
は、”…”を適切に置き換えてください。

GHSにおける危険有害性があり、区分が付
与される場合は 「注意書き」が記載されてい
る。

Ex)皮膚腐食性/刺激性が「区分２」のとき
には以下の注意書きコード（Pコード）が付与される

P264 取扱い後は．．．をよく洗うこと。
P280 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
P302+P352 皮膚に付着した場合：多量の水／．．．で洗うこと。
P321 特別な処置が必要である（このラベルの．．．を見よ）。

※1 PコードはPrecautionary statementの意
※2 PコードはSDSに記載される際に省略されることがあります

P264

P280

P302+P352

P321

Q1-2:この化学品はどれくらい危険なの？この絵は何？

項目２ 危険有害性の要約

（厚生労働省モデルSDSより ホルムアルデヒド）

注意書きに記載された内容は実際に化学
品を取り扱う担当者に周知すること。

ポイント

？

４．SDSの概要

SDSの読み方
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GHS分類 分類実施日
(物化危険性及び健康有害性)

物理化学的危険性

健康に対する有害性

分類実施日
(環境有害性)

環境に対する有害性

絵表示

注）　上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された
「分類対象外」、「区分外」又は「分類できない」に該当する。なお、これらに該当する場合は後述の１１項
に記載した。

ＧＨＳラベル要素

水生環境有害性 (急性) 区分2

特定標的臓器毒性　(反復ばく露) 区分1 (中枢神経系、呼吸器)

環境に対する有害性はH18年度、GHS分類マニュアル（H18.2.10版）
を使用

発がん性 区分1A

特定標的臓器毒性　(単回ばく露) 区分1 (神経系、呼吸器)

呼吸器感作性 区分1

皮膚感作性 区分1

生殖細胞変異原性 区分2

皮膚腐食性／刺激性 区分2

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分2

急性毒性(経皮) 区分3

急性毒性(吸入：ガス) 区分2

急性毒性(経口) 区分4

可燃性／引火性ガス
(化学的に不安定なガスを含む)

区分1

高圧ガス 液化ガス

２．危険有害性の要約

H30.3.16、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1)：
JIS Z7252:2014準拠) を使用

GHS改訂４版を使用

危険有害性に情報が書いていないというこ
とは必ずしも、安全である、有害性が低い、
ということを示しているわけではない。
記載がない場合でも解釈は場合によって
変わる。

Q1-3:危険有害性に情報が書いていないけど安全なの？

項目２ 危険有害性の要約

ポイント

A: 項目２（危険有害性の要約）に記載がなくても安全であることを証明する
ものではありません。

？

４．SDSの概要

SDSの読み方
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GHS分類 分類実施日
(物化危険性及び健康有害性)

物理化学的危険性

健康に対する有害性

分類実施日
(環境有害性)

環境に対する有害性

絵表示

注）　上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された
「分類対象外」、「区分外」又は「分類できない」に該当する。なお、これらに該当する場合は後述の１１項
に記載した。

ＧＨＳラベル要素

水生環境有害性 (急性) 区分2

特定標的臓器毒性　(反復ばく露) 区分1 (中枢神経系、呼吸器)

環境に対する有害性はH18年度、GHS分類マニュアル（H18.2.10版）
を使用

発がん性 区分1A

特定標的臓器毒性　(単回ばく露) 区分1 (神経系、呼吸器)

呼吸器感作性 区分1

皮膚感作性 区分1

生殖細胞変異原性 区分2

皮膚腐食性／刺激性 区分2

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分2

急性毒性(経皮) 区分3

急性毒性(吸入：ガス) 区分2

急性毒性(経口) 区分4

可燃性／引火性ガス
(化学的に不安定なガスを含む)

区分1

高圧ガス 液化ガス

２．危険有害性の要約

H30.3.16、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1)：
JIS Z7252:2014準拠) を使用

GHS改訂４版を使用

※１ 記載の義務はありませんが記載することが望ましい
※２ ２０℃における状態を評価した際に付与される分類結果です
※３ 現状得られるデータから判断される結果であり、必ずしも安全であること

を保障するものではありません。

①記載がある場合
ケース１：分類できない（危険性：不明）

→データが十分になく分類の判断ができないこと

ケース２：分類対象外（危険性：なし※２）
→液体、個体などの状態から分類の対象にならない
項目であること

例：固体の場合は「可燃性ガス」のカテゴリーへの
分類の必要性はない

ケース３：区分に該当しない（危険性：低※３）
→十分なデータが得られており、GHSにおける区分
に該当しない

分類できない
分類対象外

区分に該当しない

GHSにおける危険有害性が付与されない場合※１

Q1-3:危険有害性に情報が書いていないけど安全なの？

項目２ 危険有害性の要約

４．SDSの概要

SDSの読み方
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GHS分類 分類実施日
(物化危険性及び健康有害性)

物理化学的危険性

健康に対する有害性

分類実施日
(環境有害性)

環境に対する有害性

絵表示

注）　上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された
「分類対象外」、「区分外」又は「分類できない」に該当する。なお、これらに該当する場合は後述の１１項
に記載した。

ＧＨＳラベル要素

水生環境有害性 (急性) 区分2

特定標的臓器毒性　(反復ばく露) 区分1 (中枢神経系、呼吸器)

環境に対する有害性はH18年度、GHS分類マニュアル（H18.2.10版）
を使用

発がん性 区分1A

特定標的臓器毒性　(単回ばく露) 区分1 (神経系、呼吸器)

呼吸器感作性 区分1

皮膚感作性 区分1

生殖細胞変異原性 区分2

皮膚腐食性／刺激性 区分2

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分2

急性毒性(経皮) 区分3

急性毒性(吸入：ガス) 区分2

急性毒性(経口) 区分4

可燃性／引火性ガス
(化学的に不安定なガスを含む)

区分1

高圧ガス 液化ガス

２．危険有害性の要約

H30.3.16、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1)：
JIS Z7252:2014準拠) を使用

GHS改訂４版を使用

※SDSへの記載の義務はないが記載することが望ましい

②記載がない（空白）場合

Q1-3:危険有害性に情報が書いていないけど安全なの？

項目２ 危険有害性の要約

記載がなにもない場合は、①データなく分類が
されていない、②GHSにおける区分に該当し
ない、③物性からGHS分類が不可能、いず
れかの場合が該当する。
①の場合は対象の化学品を正しく扱うのが困
難となる。この場合はSDS作成者に問い合わ
せることが推奨される。
②や③については項目９～12に記載すること
が推奨されている。

GHSにおける危険有害性が付与されない場合※

４．SDSの概要

SDSの読み方
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Q1-4:ある成分の濃度が0.1％以下だけど安全なの？

化学品の混合物には様々な成分が含まれるが、全ての微量成分まで考慮するのは不
可能に近いためSDSの作成を考慮すべき閾値（濃度限界やカットオフ値ともいいま
す）がGHS（JIS）で設定されている。そのため、ある成分が一定濃度以下の場合は
その成分情報に関する詳細な記載が免除される場合がある。

ポイント

急性毒性の区分が付与された成分 ≧ 1.0%
→SDS作成でGHS分類を考慮する必要あり

急性毒性の区分が付与された成分 ＜ 1.0%
→SDS作成でGHS分類を考慮しなくともよい

Ex.

ただし濃度が閾値以下だとしても”安全”を保障するわけではないので注意が必要。

？

A: ある成分が閾値以下の場合はSDS作成の対象外となる場合がありますが、
安全であることを証明するものではありません。

４．SDSの概要

SDSの読み方
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危険有害性クラス SDSを作成する濃度

急性毒性 1.0%以上

皮膚腐食性/刺激性 1.0%以上

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 1.0%以上

呼吸器感作性又は皮膚感作性 0.1%以上

生殖細胞変異原性：区分1 0.1%以上

生殖細胞変異原性：区分1 1.0%以上

発がん性 0.1%以上

生殖毒性 0.1%以上

標的臓器毒性（単回ばく露） 1.0%以上

標的臓器毒性（反復ばく露） 1.0%以上

誤えん有害性：区分１ 10%以上の区分１の物質かつ40℃での動粘性が20.5mm2/s以下

水生環境有害性 1.0%以上

危険有害性を持つ成分が上記の閾値以上に含まれるのであれば、SDSを作成する必要がある。

※ただし表に示す濃度（0.1%）より低い場合でも、危険有害性があると判断される場合には
SDSを作成し情報伝達することが推奨される。法律で求める場合はこの限りではない。また、業界

ごとの標準によってはより低い値が設定されることも。

出典：｢JIS Z 7253 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル，作業場内の表示及び安全データシート(SDS)

Q1-4:ある成分の濃度が0.1％以下だけど安全なの？

(参考)SDSを作るかどうかを決定するための閾値（カットオフ値/濃度限界）

４．SDSの概要

SDSの読み方
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Q2-1:触ったり、吸い込んでしまったときの応急処置は？

Q2-3:化学品を水に流して廃棄していいの？

化学品の取り扱いについて

Q2-2:危険なものを取り扱う際に何をすればいいの？

Q2-4:化学品をほかの物質と混ぜてもいいの？

４．SDSの概要

SDSの読み方
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Q2-1:触ったり、吸い込んでしまったときの応急措置は？

項目２ 危険有害性の要約

　応急措置 飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること。
口をすすぐこと。
皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹸）で洗うこと。
皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診断、手当てを受
けること。
吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息
させること。
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレ
ンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を
続けること。
眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。
直ちに医師に連絡すること。
呼吸に関する症状が出た場合：医師に連絡すること。
汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をする
こと。
漏洩ガス火災の場合：漏えいが安全に停止されない限り消火しない
こと。
安全に対処できるならば着火源を除去すること。
特別な処置が緊急に必要である（このラベルの・・・を見よ）。
注）　”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるため
の連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時に
は、”…”を適切に置き換えてください。

➢ 触ったり（経皮）
➢ 飲み込んだり（経口）
➢ 吸い込んだり（吸入）

A: 推奨される応急措置は項目２に記載されています。

したときには体内に化学品の成分が
取り込まれることを意味するため、直
ちに取り除くような措置が必要な場合
がある。 （厚生労働省モデルSDSより ホルムアルデヒド）

項目4 応急措置

４．SDSの概要

SDSの読み方
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Q2-2:危険なものを取り扱う際に何をすればいいの？

項目８ ばく露防止及び保護措置

➢ 皮膚及び身体の保護具（衣服）
例：長袖、ポリエチレン防護服

許容濃度 日本産衛学会（2017
年度版）

ACGIH（2017年版）

設備対策

保護具 呼吸用保護具

手の保護具

眼の保護具

皮膚及び身体の保護
具

TLV-TWA: 0.1 ppm、0.12 mg/m3

TLV-STEL: 0.3 ppm、0.37 mg/m3

(DSEN; RSEN)

この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全
シャワーを設置すること。
ばく露を防止するため、装置の密閉化又は防爆タイプ
の局所排気装置を設置すること。

呼吸用保護具を着用する。

保護手袋を着用する。

呼吸用保護具と併用して、安全ゴーグル又は眼用保護
具を着用する。

保護衣を着用する。

８．ばく露防止及び保護措置

管理濃度 0.1 ppm

0.1 ppm、0.12 mg/m3

➢ 眼の保護具（ゴーグル）
例：眼鏡型、密閉型

➢ 手の保護具（グローブ）
例：塩化ビニル製,ニトリル製

➢ 呼吸用保護具（マスク）
例：防塵マスク、

取り扱い対象の性質に応じた用途・材質の保護具を装着することが望ましい

A:化学品のばく露による疾病または傷害の起こる可能性を最小限にするために必
要な個人用保護具 (PPE) を特定することが重要です。項目８に記載があります。

（厚生労働省モデルSDSより ホルムアルデヒド）

※PPE: Personal Protective Equipment

４．SDSの概要

SDSの読み方
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Q2-3:化学品を水に流して廃棄していいの？

項目13 廃棄上の注意

項目１３には廃棄物容器及び廃棄
方法に関する事項が記されている。
主に廃棄、リサイクル、埋め立てにつ
いての情報が共有される。

廃棄に関する注意事項が記載されている場合は従うことが望ましい

１３．廃棄上の注意

残余廃棄物 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準
に従うこと。
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業
者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場
合にはそこに委託して処理する。
廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、
有害性を十分告知の上処理を委託する。

汚染容器及び包装 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならび
に地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去するこ
と。

A:直接、下水に流して廃棄することは基本的に推奨されません。必ず、項目１３
の廃棄上の注意を確認し適切な廃棄方法を選択してください。

（厚生労働省モデルSDSより ホルムアルデヒド）

４．SDSの概要

SDSの読み方
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Q2-4:化学品をほかの物質と混ぜてもいいの？

項目10 安定性および反応性

化学的反応性
一般的な保存条件下で安定か？不安定か？

危険有害反応性
反応または重合して危険な状態となりうるのか？

避けるべき条件
熱、圧力、衝撃など避けるべき条件について

混触危険物質
危険な状況を誘発する特定の物質は何か？

有害な分解生成物
予見される有害な分解生成物はなにか？

反応性に関する注意事項が記載されている場合は従うことが望ましい

強酸化剤、強酸、強塩基

危険有害な分解生成物 加熱すると、有毒なヒュームを生成する。

反応性 「危険有害反応可能性」を参照。

化学的安定性 水の存在下で徐々に重合する。

危険有害反応可能性 アルカリとの接触や、水に溶解している場合、重合す
る。 加熱すると、有毒なヒュームを生成する。 強酸
化剤、強酸及び強塩基と激しく反応し、爆発の危険を
もたらす。

避けるべき条件 混触危険物質との接触

混触危険物質

１０．安定性及び反応性

A:必ず化学品の安定性及び反応性を確認してください。条件により有毒物質が発
生する化学品もあります。項目１０に記載があります。

？

（厚生労働省モデルSDSより ホルムアルデヒド）

危険

４．SDSの概要

SDSの読み方

（家庭用品品質表示法におけるラベル例）
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Q3-1:SDSは誰が作ったのか？責任者は？

Q3-3:この化学品に関わる法律義務はなにか？

その他の事例について（SDSの取り扱い等）

Q3-2:足りない情報があるが誰に聞けばいいの？

４．SDSの概要

SDSの読み方
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項目1 化学品等及び会社情報

項目１には会社情報が記載される
が、SDSを作成した会社ではなく、
SDSを譲渡・供給する会社名であ
ることに注意が必要。SDSの作成
者と供給者が同じとは限らない。

ただし、別途製造者の会社名が連
名で記載される場合もある。

JISには了解を得た上で、製造事
業者等の情報、を記載してもよいと
の記載がある。

？

Q3-1:SDSは誰が作ったのか？記載内容の責任者は？

化学品等の名称

製品コード

会社名

住所

電話番号

ファックス番号

電子メールアドレス

緊急連絡電話番号

推奨用途及び使用上の制限

03-1234-5678

03-1234-5678

連絡先＠検セ.or.jp

03-1234-5678

ポリアセタール樹脂・ユリア樹脂及びメラミン樹脂接
着剤・フェノール樹脂・合成ゴム・メラミン樹脂（接
着剤を除く）・ユリア樹脂（接着剤を除く）原料、溶
剤

１．化学品等及び会社情報

ホルムアルデヒド (Formaldehyde)

H29-B-039

○○○○株式会社

東京都△△区△△町△丁目△△番地

A:SDSの記載内容に関する伝達の責任は実際に化学品を譲渡・提供する会社が担
います。必ずしも化学品を製造したメーカーに責任があるわけではありません。
供給者名は項目１に記載があります。

（厚生労働省モデルSDSより ホルムアルデヒド）

４．SDSの概要

SDSの読み方
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項目1 化学品等及び会社情報

ただし問い合わせることが可能なのは基本
的に安全性に関わる情報（化学品の危
険性、推奨される取り扱い方法など）で
ある。詳細な成分情報や実験結果などは
ビジネス上の機密情報（CBI）に該当す
る可能性があるため、必ずしも開示できる
わけではない。

？

Q3-2:足りない情報があるが誰に聞けばいいの？

化学品等の名称

製品コード

会社名

住所

電話番号

ファックス番号

電子メールアドレス

緊急連絡電話番号

推奨用途及び使用上の制限

03-1234-5678

03-1234-5678

連絡先＠検セ.or.jp

03-1234-5678

ポリアセタール樹脂・ユリア樹脂及びメラミン樹脂接
着剤・フェノール樹脂・合成ゴム・メラミン樹脂（接
着剤を除く）・ユリア樹脂（接着剤を除く）原料、溶
剤

１．化学品等及び会社情報

ホルムアルデヒド (Formaldehyde)

H29-B-039

○○○○株式会社

東京都△△区△△町△丁目△△番地

項目１に記載された会社名は譲渡・
供給者であるため、製造者に確認す
る必要がある場合もある。

A:SDSに記載されている内容は必ずしも、その化学品の情報が全て網羅されてい
るわけではありません。必要な情報が欠落している場合は化学品の製造者に問
い合わせる必要があります。項目１にSDSの供給者名の記載があります。

（厚生労働省モデルSDSより ホルムアルデヒド）

４．SDSの概要

SDSの読み方



毒物及び劇物取締法 劇物（法第２条別表第２）

化学物質排出把握管理促進法
（PRTR法）

第１種指定化学物質、特定第１種指定化学物質（法第
２条第２項、施行令第１条別表第１、施行令第４条）

消防法 貯蔵等の届出を要する物質（法第９条の３・危険物令
第１条の１０六別表２）

１５．適用法令

法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載する
に当たっては、最新情報を確認してください。

化審法 優先評価化学物質（法第２条第５項)
旧第２種監視化学物質（旧法第２条第５項）

労働安全衛生法 作業環境評価基準（法第６５条の２第１項）
危険物・引火性の物（施行令別表第１第４号）
特定化学物質第２類物質、特定第２類物質（特定化学
物質障害予防規則第２条第１項第２，３号）
特定化学物質特別管理物質（特定化学物質障害予防規
則第３８条３）
名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第５７条第
１項、施行令第１８条第１号、第２号別表第９）
名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第５７条の
２、施行令第１８条の２第１号、第２号別表第９）
危険性又は有害性等を調査すべき物（法第５７条の
３）
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ポイント
法律上SDSの提供が求められるSDS３
法※に該当する場合は、法律の対象であ
ることをSDSに記載しなければならないが、
それ以外の法律については割愛されてい
る場合がある。使用用途の法律への該
非は自分でも行うことを推奨する。

※安衛法、化管法、毒劇法

SDS提供義務あり

SDS提供義務なし

項目１５ 適用法令

Q3-3:この化学品に関わる法律義務はなにか？

（厚生労働省モデルSDSより ホルムアルデヒド）

A:化学品（混合物）の成分が日本国内の法律で規制されている場合は適用法令と
して項目１５に記載されています。ただしSDS3法（労安法、化管法、毒劇法）
以外の法律情報は割愛されている場合があります。海外の法令も記載されます。

４．SDSの概要

SDSの読み方
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日本国内における主な化学物質管理法
規制については、各種データベースにまと
められており、無料で利用可能。
記載されている法律にどのような遵守義
務があるのかを調べるのに役立つ。

✓ NITE-CHRIP（NITE）
✓ e-Gov（電子政府窓口）
✓ 個別省庁のHP

項目１５ 適用法令

Q3-3:この化学品に関わる法律義務はなにか？

４．SDSの概要

SDSの読み方
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社会を支える化学品の安全情報を
SDS・ラベルで正しく伝達



お問い合わせ先

NITE-Gmiccs

NITE-CHRIP
GHS混合物分類判定ラベル作成システム invented by METI

NITE化学物質総合情報提供システム


