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「化学物質の分類・表示の国際調和 
（ＧＨＳ）」の化管法への導入について 
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 ＧＨＳ導入の背景： 
 ○国際間で流通する化学品を労働安全、環境汚染防止、消費者保護等の観点から適

正に管理するためには、化学品の危険有害性（引火性や発がん性等）に関する情報
を国際的に調和された方法によって、化学品を譲り渡す者から譲り受ける者に分かり
やすく伝えることが有効。 

 ＧＨＳとは： 
 ○全ての化学品について「物理化学的危険性（引火性など）」、「健康有害性（発がん性

など）」、「環境有害性（水環境に害をなすものなど）」を、国際的統一基準で分類し、
共通のラベルや安全データシート（ＳＤＳ）により伝えることで、化学品の適正管理に
役立てることを目的として国連が２００３年に制定した仕組み（※）。 

  ※The Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals） 



２．GHSの国際的な導入状況 
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GHSは国際的に導入が進められており、事実上の標準となりつつある。 
 ・ＥＵでは、物質及び混合物の分類、表示及び包装に関する欧州議会及び理事会規則（ＣＬＰ規
則）において、段階的に導入中(純物質2010年12月～、混合物2015年6月～) 

 ・米国では労働安全衛生法（ＯＳＨＡ）において、近々導入される予定 
 ・アジアでは、中国（2011年から制度導入）、韓国（純物質2011年、混合物2013年）、台湾（2015  

年（予定）までに混合物に対応）等で導入予定。 
・欧州を除き、現時点の適用範囲をＢtoＢの取引とするものが多数。 

対応地域 



○現在、安全データシート（(Ｍ)ＳＤＳ）とラベルの二つに分かれているＧＨＳに対応した情報
伝達のJISを統合し、ＧＨＳに対応した情報伝達の共通基盤となる新ＪＩＳの策定を、関係各
省や産業界と連携し実施中。（平成２４年３月末に新JISを公示予定） 

 
 

３．GHSの共通基盤となるＪＩＳの整備について 
ＧＨＳ情報伝達ＪＩＳの統合改訂 

ＧＨＳ分類ＪＩＳの改訂 
○ＧＨＳに対応した化学品の分類方法を規定しているＪＩＳ（Z7252）について、最新のGHS
との整合を図るため、引火性、爆発性など物理化学的危険性やオゾン層有害性等の分
類方法を導入したＪＩＳ改訂素案の検討を関係各省や産業界と連携し実施中。（平成２３
年度内にＪＩＳ原案素案を策定し、平成２４年度中に改訂ＪＩＳを公示予定。） 

 

JIS Z7250 ＭＳＤＳの内容及び項目の順序 
1 製品及び会社情報  
2 危険有害性の要約   
3 組成及び成分情報   
4 応急措置   
5 火災時の措置  
6 漏出時の措置  

7 取扱い及び保管上の注意  
8 暴露防止及び保護措置  
9 物理的及び化学的性質   
10 安定性及び反応性   
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   

JIS Z7251 ＧＨＳに基づく化学物質等の表示 

現在のＪＩＳ 

・ＧＨＳに対応した情報伝達を進
める法令の共通基盤となるＪＩＳ 
・当該ＪＩＳに従い情報伝達を行え
ば、ＧＨＳに準拠した法令のもと
めに対応 
 
 

統合ＪＩＳ 

JISZ7253：ラベル，作業場内の表
示及び安全データシート（ＳＤＳ） 



ＭＳＤＳ制度 

４．化学物質排出把握管理促進法（化管法）の概要及び改正の概要 

ＰＲＴＲ制度 
• 人の健康や生態系に有害なおそ
れがある化学物質について、環
境中への排出量及び廃棄物に
含まれての移動量を事業者が把
握し、国に報告。 

• 国は、事業者から届出された排
出量・移動量の集計結果及び届
出対象外の推計排出量を併せて
公表。 

• 有害性のおそれのある化学物質
及び 当該化学物質を含有する
製品を、事業者間で譲渡・提供す
る際に、化学物質の性状及び取
扱い情報を提供することを義務づ
ける制度。 

<対象化学物質＞ 
 第一種指定化学物質（462物質）が対象。 
 

＜対象事業者＞ 
・対象業種：政令で指定する24業種を営む事業者  
・従業員数：常用雇用者数21人以上の事業者 
・取扱量等：第一種指定化学物質の年間取扱量が１ｔ

以上（特定第一種指定化学物質の場合は
０．５ｔ以上）ある事業所を有する事業者等 

＜対象化学物質＞ 
 第一種指定化学物質（462物質）及び第二種指定化学
物質（100物質）が対象。 

 

＜対象事業者＞ 
・対象業種・従業員数・取扱量等に関わらず、対象物質
及び対象物質を1質量％以上（特定第一種指定化学
物質の場合は0.1質量％以上）含有する製品を国内に
おいて他の事業者に譲渡・提供する事業者が対象。 

化学物質管理指針    
  指定化学物質等を取扱う事業者は、国が定める化学物質管理指針に留意して化学物質管理を実施するとともに、化学物質の管理

の状況に関する国民の理解を深めるよう努なければならない。 
 （１） 指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いに係る設備の改善、その他の指定化学物質等の管理の方法に関する事項 
 （２） 指定化学物質等の製造の過程における回収、再利用、その他の指定化学物質等の使用の合理化に関する事項 
 （３） 指定化学物質等の管理の方法及び使用の合理化並びに第一種指定化学物質の排出の状況に関する国民の理解の増進に

関する事項 
 （４） 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の活用に関する事項 

目的 
    PRTR制度及びMSDS制度を柱として、事業者による化学物質の自主的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。 

• 化学物質の適正管理に必要な情報提供を義務づけ、
事業者による自主管理を促進する。 

＜指針の改正＞ 
情報の活用に関する事項に、
ＧＨＳに対応するＪＩＳを遵守し、
化学物質の自主的な管理の改
善に努めることを追加。 

＜ＭＳＤＳ省令の改正＞ 
 
①ＭＳＤＳのＧＨＳ整合化 
・ＭＳＤＳで提供しなければなら
ない情報をＧＨＳに対応する
16項目に合わせるとともに、

当該項目の記載方法につい
ては、ＧＨＳに対応するＪＩＳに
より行うことを努力義務化。 

 
②表示の義務の創設 
・化管法に基づき提供すべき指
定化学物質等の性状及び取
扱いに関する情報提供につ
いて、ＭＳＤＳの提供に加えて、
新たにラベル表示をＧＨＳに
対応するＪＩＳにより行うことを
努力義務化。 



５．化学物質排出把握管理促進法（化管法）によるＧＨＳ対応の推進 
改正の概要 
    事業者間で化学品を取引する際の情報伝達について、ＧＨＳとの整合性を図り、確実で
分かりやすい伝達をするため、化管法に基づく省令等の改正を行う。 
 
改正 
  ○「化学物質管理指針」の一部改正 

・事業者が化学物質の自主的な管理の改善を促進する際に留意すべき措置を定めて
いる「化学物質管理指針」（化管法第３条）における「情報の活用に関する事項」に、Ｇ
ＨＳに対応する二つのＪＩＳを遵守し、化学物質の自主的な管理の改善に努めることを
追加する。 

 ○化管法省令（ＭＳＤＳ省令）の改正 
・安全データシートで提供すべき情報をＧＨＳの１６項目と整合させるとともに、安全
データシートへの記載は、現在制定中の新ＪＩＳ に従うことを努力義務化。 

   ※安衛法も指針を出し、新ＪＩＳに従えば安衛法の規定を満たす運用を予定して 
    おり、これにより両法の安全データシートの様式が統一化されることになる。 
・化管法に基づき提供すべき指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報につい
て、新たに「ラベル表示」を現在制定中のＪＩＳにより行うことを努力義務化。 

 
今後のスケジュール（予定） 
 ○パブリックコメント：平成２４年２月中旬～（１ヶ月） 
 ○公布・告示        ：平成２４年４月 
 ○施行（純物質）   ：平成２４年６月１日 
 ○施行（混合物）   ：平成２７年４月１日    ※告示は、平成２４年６月１日施行 



（参考）化学物質排出把握管理促進法（化管法）によるＧＨＳ対応の推進 

○今回の対応により、化管法がカバーする事業者間での安全データシート、 
ラベル表示による情報伝達のＧＨＳ対応は概ね整備されることになる。 

化学物質／混合物 成形品 

原材料メーカー 

材料
情報 

加工メーカー 

調剤
情報 

製品
情報 

部品メーカー 

部品
情報 

川上事業者から段階的に情報が流通 
（化管法・安衛法により情報伝達のＧＨＳ対応を整備） 



６．ＧＨＳ対応に係る今後の検討事項 

○今後は、消費者製品へのラベル表示による消費者への情報伝達についても、（限られた
スペースでの）表示事項の選択、表示方法や既存法令における表示事項との整理を含
め、関係行政機関と連携して検討を進める必要がある。 

   なお、その際、既に消費者製品へのＧＨＳ対応を進めている一部（下表）の業界の取組
みが参考になる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
○中小企業事業者のGHS対応を円滑に進めるため、混合物のＧＨＳ分類を支援するソフト

の開発やＧＨＳ対応に関する各種ガイドラインの充実など中小事業者支援措置を充実す
る必要がある。 

 
○（混合物のGHS分類に必要となる）純物質のＧＨＳ分類結果情報の基盤整備（現在約 
  ２２００物質についてＧＨＳ分類結果をデータベース化）を進める必要がある。 
 
○ＧＨＳ分類結果について、アジア域内における整合化を進めるため、 「ASEANケミカル 
  マネージメントリサーチセンター構想」におけるＧＨＳ整合化の協力を進める必要がある。 

対応業界団体 開始時期 対象製品 
日本石鹸洗剤工業会・日
本石鹸洗剤工業組合・日
本家庭用洗浄剤工業会 

2011年1月 
台所用洗剤（食器洗い乾燥機用洗剤を除く）、塩素
系漂白剤、塩素系洗浄剤・酸性洗浄剤 

日本塗料工業会 2011年1月 家庭用塗料 

芳香消臭脱臭剤協議会 2012年1月 
芳香・消臭・脱臭・消臭剤のエアゾール製品（対物
エアゾール、ミストを除く） 
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