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1 調査内容 

1.1 調査の背景及び目的 

 化学物質は、利便性がある一方、その性質によっては危険有害性がある。いくつか

の国ではラベル表示や安全データシート(SDS)で、化学物質を取り扱う人にその危険有

害性の情報を提供してきているが、その内容は国によって大きく異なっており、危険

有害性の情報を提供できていない国も多くある。 

 このような状況では、世界的に流通している化学物質を安全に取り扱うことは困難

であり、このような観点から、国際的に調和された化学物質の分類及び表示方法が求

められ、国連において「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS）」と

して文書(国連 GHS文書)にまとめられた。 

 各国において、この文書に調和してすべての化学物質と混合物の危険有害性を分類

し、表示し、有害性情報の伝達システムを構築することが求められている。 

この調和システムを推進するため、我が国においては、事業者が分類するために参考

とする各種基準やツールを作成するなど、整備が進められてきた。 

 具体的には、GHS分類・表示に関する日本工業標準規格(JIS規格)、事業者向け GHS

分類ガイダンス及び混合物分類ツールの作成などである。 

 JIS規格として、GHS分類に関する JIS Z 7252:2009と、GHSラベル表示と SDS

に関する両 JIS規格を統合した JIS Z 7253:2012の 2つがある。 

一方、経済産業省は、平成 22年度の GHS分類マニュアル等調査事業において、GHS

普及状況の事業者対象アンケートの実施、GHS分類結果の活用方法の検討などを実施

した。 

 この調査結果から、国内の川上事業者にとって GHSの認知度は高いものの、分類・

表示においてのツールの整備は更なる対応が必要なこと、社内でのノウハウ、人材の

不足及びデータ不足などがあり、GHS分類・表示の実施が進んでいないことなどが示

唆された。これらの課題は企業規模を問わないが、特に人材コストの観点でみると中

小事業者の直面している度合いの方がより深刻であり、中小事業者への実務的な支援

は GHS実施の普及において、底上げの観点で必要である。 

 法的な対応としては、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)と労働安全衛生法の関連法令の改正と指針の公布により、JIS

規格に基づくラベル表示及び SDSの作成・提供が努力義務化される。このことにより、

GHS対応がより強く求められることになる。 

 こうした状況から、今後は、事業者の国内における GHS分類・表示の浸透状況や認

知度等の実態を鑑み、また、GHSの普及啓発を実施すること及びこれまで整備してき

たツール等の有効活用も踏まえた、事業者による化学物質の自主管理や GHS分類の精
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度向上を事業者が自発的に行うための環境整備を進めることが必要である。 

 本事業では、事業者、特に中小事業者が化学物質の自主管理において自発的に GHS

分類・表示を行うためのツールである現行の「GHS混合物分類判定システム」(混合物

分類ツール)を刷新することを目的として、調査を実施した。 

 

1.2 調査実施概要 

 現行の混合物分類ツール(現行ツール)を刷新するに当たり、以下の検討を実施した。 

(1) 国内の類似システムの調査及び現行ツールの現状把握 

 現行ツールの比較対象となる国内に存在する類似システムの調査及び現行ツ

ールの課題を抽出し、現状を把握するとともに混合物分類ツールの在り方につい

て検討した。 

(2) GHS関連課題の検討 

 混合物分類ロジックを規定している文書は、国連 GHS 文書、JIS 規格及び事

業者向け分類ガイダンスである。これらの文書を基に、混合物分類の基本ロジッ

クと混合物分類で配慮すべきポイントを抽出した。さらに、これらの文書のなか

では明確になっていない混合物分類の詳細ロジックについて、今後検討すべきポ

イントを提示した。 

(3) ツール関連課題の検討 

 上記で検討した結果をツールのロジックに反映させる手法及び現時点におけ

る IT関連技術の動向から最適なツールについての検討を行った。 

(4) 各国が公開する GHS分類結果の情報収集及び検討 

 混合物の GHS 分類に使用する化学物質の GHS 分類データの絶対数が不足し

ているという現状を踏まえ、今回刷新する混合物分類ツール（新ツール）に搭載

する GHS 分類データを補完するために国内外で GHS 分類結果を公開している

情報源を調査し、そのデータの利用可能性について検討を行った。 
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1.3 調査実施組織 

 有識者の意見を取り入れるために、有識者で構成される検討委員会を設置し、主た

る検討は委員会で行った。 

 なお、委員会下に GHS、IT 両面から検討を効率よく行うために、GHS に関する専

門家、実務経験者による GHS分科会、ITに関する専門家、実務経験者による IT分科

会を設置した。 

 さらに GHS分科会、IT分科会を支援、サポートする作業チームを設置した。 

 

 ・実施体制イメージ 
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2 調査実施内容 

2.1 混合物分類ツールの現状把握 

 現行ツールの比較対象となる国内に存在するシステムの調査及び現行ツールの課題

を抽出し、現状を把握するとともに混合物分類ツールの有り方について検討した。 

 

2.1.1 国内の類似システム調査 

(1) 調査内容 

 調査は現行ツールとの比較対象となるシステムを中心に、分類のみを行う小型

のシステムから海外 SDS の作成も可能な大型のシステムまでを対象とし、イン

ターネット上にてシステムの探索を実施し、候補となったシステム提供元にメー

ルにて 2012年 1月 16日にアンケートを送付した。 

送付したアンケートを資料 2.1.1-1に示す。 

アンケートの内容は、以下の通りである。 

a) 日本対応として、対応している JIS規格、国連 GHS文書の対応版数、搭載

している GHS分類データ、対応している国内法規名称 

b) 海外対応として、対応している言語、対応している海外法規(国名)、搭載し

ている海外の GHS分類データ 

c) その他、出力内容(SDS、ラベル、外国語出力等)、他システムとの連携、シ

ステム形態(スタンドアロンかその他か） 

d) 価格帯 

 

 候補となったシステム提供元数とアンケートの回答状況を資料 2.1.1-2 に示す。 

アンケートを送付したシステム提供元 9 

アンケートに対し具体的な回答有り  4 

アンケートに対し具体的な回答無し  4 

提供終了のため具体的な回答不可  1 

 無回答であったシステム提供元については、Web上に公表されているカタログ

からアンケートの内容に相当する情報を可能な範囲で抽出した。 



 
5 

 

 

(2) 調査結果 

調査した結果を資料 2.1.1-3にまとめた。 

 

a) 日本国内の対応として 

① JIS規格への対応 

 調査時点で、ラベル・SDS・分類に関する JIS規格は以下の通り存在し

ており、各システムがどの規格に対応しているか確認した。 

 ラベル JIS JIS Z 7251:2006 

   JIS Z 7251:2010 

 SDS JIS JIS Z 7250:2005 

   JIS Z 7250:2010 

 分類 JIS JIS Z 7252:2009 

 殆どのシステムはJIS Z 7251:2006(ラベル)、JIS Z 7250:2005(SDS)及び 

JIS Z 7252:2009(GHS分類)対応をしている。 

② 国連 GHS文書への対応 

 国連 GHS 文書は 2 年毎に改訂されることから既に幾つかのバージョン

が存在している。 

 改訂何版に対応するかは JIS規格との関係もあり、必ずしも最新版に対

応する必要は無いがユーザーは常に最新版を意識しているので確認した。 

 殆どのシステムは「改訂 2版」対応である。 

③ 搭載している GHS分類データ 

 日本国内において広く一般に公表されている GHS 分類データは独立行

政法人製品評価技術基盤機構(NITE)の GHS 分類結果が事実上唯一のもの

となる。しかし、公表物質数が 2200強(調査時点)と市場のニーズ数に対し

て絶対数が不足していることから、不足を補う何らかのデータが要望され

ている。このため今回の調査ではこの不足を補っているのか否かも確認し

た。 

 NITE の GHS 分類結果を唯一としているシステムが大半を占める一方

で、工業会が独自データを収集し、それを採用している所もある。 
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b) 海外の対応として 

① 言語対応 

 輸出時に最低限英語版の SDS とラベル提供を求められることが多いた

め、システムが対応する言語の確認を行った。 

 有料のシステムは「英語」対応が可能であり、その中で、海外データベ

ースを利用している 1システムのみが多言語対応が可能である。 

 

② 法規対応 

 SDS、ラベルの言語対応を行っても、輸出先国の法規にも対応しないと

輸出先国では流通出来ないため、この点を確認した。 

 海外データベースを利用している 1システムを除き、輸出先国の法規対

応を考慮したシステムは無い。従って海外データベースを利用している 1

システム以外は、日本語を単に英語に置き換える機能だけであり、法律等

の必要な情報は相手国にて追加、修正等を加えてもらい SDS、ラベルとし

て完成させる事を前提にしたシステムと考えられる。 

 

③ 搭載している GHS分類データ 

 輸出先国の法規対応と輸出先国の GHS 分類データを取り込めれば、海

外向 SDSの信頼度が高まるため、搭載している海外の分類データを確認し

た。 

 海外データベースを利用している 1 社を除き、輸出先国の GHS 分類デ

ータは利用できない。なお、カタログ調査した 1社のシステムは EU危険

物質リスト(67/548/EEC)との記載があるが、詳細は不明である。 

 

c) その他 

① 出力内容(SDS、ラベル、外国語出力等) 

 ほとんどのシステムは SDS、ラベルが基本的に標準出力となっており、

その中で、海外データベースを利用している 1 システムは 27 か国語の出

力が可能である。 

② システム連携 

 社内の生産管理システム等から製品組成を直接インポートして GHS 分

類するニーズは当然存在するため、他システムとの連携を確認した。 

 大型のシステムでは可能であるが、分類ツールと同規模のシステムは連

携機能を搭載していない。これは、付加機能を極力抑えるため、他のシス

テムとの連携を考慮していないことが理由と考えられる。 
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③システム形態 

 システム形態はスタンドアロン、Webサービス(ASP/クラウド)、サーバ

/クライアントに大別される。 

 サーバ/クライアントが多いが複数のシステム形態から選択可能なシス

テムも存在する。 

d) 価格 

 価格には幅があるが数百万円+オプション、その他メンテナンス費用が別途

必要と思われる。 

 海外データベースを利用している1システムは導入のための価格が4000万

円からと、高額である。これらの価格はシステムの基本構成の価格であり、

中小事業者が導入するには負担が大きい。 
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2.1.2 現行ツールの課題 

(1) 経済産業省に寄せられた意見から抽出された課題 

 経済産業省に寄せられた現行ツールに関する意見を資料 2.1.2-1にまとめた。 

 この意見から以下の課題が抽出された。 

・改訂版対応の課題として 

搭載している,国連 GHS文書改訂版のバージョンが古い 

・ユーザーインターフェイスの課題として 

システムがユーザーへ確認するため都度止まるので使い難い 

入力後の修正、変更が出来ない 

製品登録、分類確定後の修正が出来ない 

・外部入出力の課題として 

データのインポート機能が無い 

SDS、ラベル出力情報が扱い難い 

・非機能要件の問題として 

サポート、マニュアル類が使い難い 

 

抽出された課題の中で「システムがユーザーへ確認するため都度止まるので使

い難い」に該当するものが最も多く、48件中 19件(40％)あった。この課題の内容

を確認するため実際に現行ツールで分類作業を行い検証した。 

分類作業で最も手間がかかる部分を資料 2.1.2-2 危険有害性項目の分類操作手

順に示した。 

一つの危険有害性項目を完了させるためには25～30回のカーソルの移動とクリ

ック操作が必要であり、全 34項目全て完了するためには 900回近く操作しなけれ

ばならず、これを完了しないと次に進むことができないことが分かった。 

 

また、資料 2.1.2-3 出力画面に示すように、ラベル要素の編集は項目毎に編集

するため全体像が把握できず、作業性が悪い。これも、ユーザーインターフェイ

ス上の課題である。 

 

最終的な出力例を資料 2.1.2-4 ラベル出力結果に示す。 

これは何らかのシステムに連携させることを前提にした出力と思われるが、読

みにくく、何らかの変換をせずには使用できない。これは、出力の課題である。 
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(2)その他の課題 

アンケートの他に、分科会での議論で下記の課題が抽出された。 

・運用時の課題として 

原材料、半製品の情報を利用しての混合物分類ができない。 

これまでに挙がった課題については次項にて記載する。 
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2.2 GHS関連課題の検討 

 新ツールのGHSに関する課題の一つに、搭載する混合物分類ロジックの決定がある。 

 混合物分類ロジックを規定している文書は、国連 GHS文書、JIS規格及び事業者向

け分類ガイダンスである。これらの文書を基に、混合物分類の基本ロジックと混合物

分類に配慮すべきポイントを抽出した。さらに、これらの文書の中では明確になって

いない混合物分類の詳細ロジックについて、今後検討すべきポイントを提示した。 

 

2.2.1 混合物分類ロジック決定の前提 

 刷新に当たっては、混合物分類ロジックを規定している文書の最新版を採用するこ

ととする。 

 現状では、国連 GHS文書は改訂 4版(2011年)、JIS規格は JIS Z 7252:2009（国連

GHS 文書改訂第 2 版準拠）と JIS Z 7253:2012、事業者向け分類ガイダンスは 2010

年 3月改訂の第 2版になる。 

 

2.2.2 混合物分類の基本ロジックの検討 

 最新版の文書から混合物分類の基本ロジックとなる部分を抽出し、検討を行った。 

物理化学的危険性は、国連 GHS 文書を基本とし、事業者向け分類ガイダンスから

「分類結果の表現の表」、「分類作業フロー図」、「物理的、化学的状態および化学構

造による分別項目の選別の表」などを採用する。 

健康有害性及び環境有害性は、国連 GHS文書を採用する。 

以上を資料 2.2.2にまとめた。 

 まとめるに当たって、JIS規格の GHS分類区分の範囲(ビルディングブロックアプロ

ーチ)による選択、名称を考慮した。 

 

2.2.3 混合物分類において配慮すべきポイントの検討 

 混合物分類において配慮すべきポイントは、国連 GHS文書から抽出した。 

抽出した部分を資料 2.2.3にまとめた。 

 

2.2.4 混合物分類の詳細ロジックの検討 

 混合物分類ロジックを規定している文書から基本ロジックと配慮すべきポイントを

抽出したが、これのみでは分類することができない。さらに、混合物の分類を行うた

めに明確にする必要があるロジックがある。 

 以下に、明確にする必要があるロジックのポイントを列記した。今後、検討し詳細

ロジックをさらに決める必要がある。 
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・明確にする必要があるロジックのポイント 

a) 物理的状態および化学構造による物理化学的危険性の分類項目の選別で示した

表の「×：該当しない」とする部分については、ツールにおいて「分類対象外」

とすべきか。 

b) 物理化学的危険性の分類において、UNRTDG分類による GHS分類判定につい

て、どこまでの範囲を取り入れるべきか。 

c) 「可燃性/引火性ガス」「支燃性/酸化性ガス」の ISO 10156:2010による混合物

の判定論理を搭載すべきか。 

d) 「引火性液体」の引火点、初留点による判定論理を搭載すべきか。 

e) 物理化学的危険性について、成分の情報による計算から、一部でも何らかの情

報が求められる分類のロジックを搭載すべきか。 

f) 混合物自体の測定データに基づく危険有害性区分が与えられていない場合の分

類は、混合物分類システムの分類ロジックとして、全部の成分あるいは一部の

成分の既知の情報に基づいて、各危険有害性クラスに記載されている方法に従

って分類する方式のみ(「つなぎの原則」を組み込まない)とすべきか。 

g) 急性毒性の「配慮すべき成分」とは、1%以上の濃度で存在する成分をいう。 

しかし、区分 1、区分 2の成分については、0.1%を超えて含有する場合、「配慮

すべき成分」とするべきか。あるいは、「配慮すべき成分」にかかわらず、すべ

ての毒性既知の成分を加算式に計算対象として考慮すべきか。 

h) 急性毒性の加算式に基づく分類において、実験で得た急性毒性範囲推定値（ま

たは急性毒性区分）から各暴露経路に関する分類のための急性毒性点推定値へ

の変換において、経口区分 2、経皮区分 2、吸入（気体）区分 2、吸入（蒸気）

区分 2、および吸入（粉塵/ミスト）区分 2、区分 3 の変換値としてどのような

値を使うべきか。あるいは、ATE換算表の値をそのまま使用して、混合物のす

べての成分に対する変換した急性毒性点推定値が同じ区分にあれば、混合物は

同じ区分とすべきであるとする国連 GHS 文書(§3.1.3.3）の判断を採用すべき

か。 

i) 混合物の急性毒性の加算式における判定の際、ATE値の代入について、下記の

ような判断とすべきか。 

・区分 1～区分 4の成分は、その成分の LD(LC)50値あるいは ATE 変換値を使

用する。 

・区分外であっても、国連 GHS 文書による急性毒性区分 5 に相当する場合に

は、その成分の LD(LC)50値あるいは ATE変換値を使用するべきか。 

また、区分外成分の ATE 値は、“区分 5 上限値に 1 を足したもの”、“区分 5

上限値を 5倍したもの”、あるいは“無限大”のどれを使用すべきか。 
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・有害性がないことが明白であるもの(水、反応性のないポリマー等)は、既知

成分濃度に加えるが、LD(LC)50値は無限大として計算を簡略化する。具体的

には、左辺には安全な物質の含有率を加算するが、右辺は加算しない。 

j) 急性毒性においても、物質の状態(ガス、液体、固体)から「分類対象外」を求

められるか。 

k) 混合物の急性毒性(蒸気)の加算式における判定の際、成分の毒性値として、ppm

とmg/lが混在する場合があるが、そのときの計算方法はどのようにすべきか。 

l) 一部の成分の急性毒性値によって分類区分が得られたとしても、急性毒性値が

未知の成分を含有している際に何%以上未知成分があった場合、混合物の急性

毒性を「分類できない」とすべきか。 

m) 濃度限界値で分類を判断する場合において、分類既知の成分が濃度限界値以上

に存在せず、その他の成分が「区分外」あるいは「分類できない」であっても、

「分類できない」成分が濃度限界値以上の濃度(皮膚腐食性/刺激性、眼損傷性/

刺激性、特定標的臓器単回暴露区分 3、吸引性呼吸器有害性については該当成

分の合計濃度値で、それ以外は個々の成分濃度)で存在する場合には、混合物の

分類は「分類できない」とすべきか。 

n) 皮膚腐食性/刺激性および眼損傷性/刺激性において、どのような成分に対して 

“加成性が適用できない”混合物としての判断を行うべきか。また、混合物が

“pH2以下の酸”あるいは“pH 11.5以上の塩基”を 1%以上含有していても、混合

物全体としての pHが 2～11.5の範囲であれば、pHだけの判断基準により区分

1としなくてもよいとすべきか。 

o) 皮膚腐食性/刺激性および眼損傷性/刺激性の「配慮すべき成分」とは、1%以上

で存在する成分をいう。しかし、皮膚腐食性区分 1あるいは眼損傷性区分 1の

成分については、0.1%を超えて含有される場合には、「配慮すべき成分」とす

べきか。あるいは、「配慮すべき成分」にかかわらず、すべての有害性既知の成

分は濃度限界の判断に考慮すべきか。 

p) 膚腐食性/刺激性および眼損傷性/刺激性の分類時、と細区分の扱いをどのように

すべきか。例えば区分 1と区分 1A、区分 1Bのデータが混在する場合の判定は

どのように行うべきか。 

q) 皮膚腐食性/刺激性および眼損傷性/刺激性において、加成方式が成り立たない物

質については、本混合物分類ツールでは利用者が指定できる方式とし、分類判

定時に考慮すべきか。 

r) 呼吸器感作性、皮膚感作性、生殖細胞変異原性、発がん性、生殖毒性で各区分、

例えば区分 1 と区分 1A が同率で混合物中に存在する場合の判断基準はどのよ

うにすべきか。 

例) 皮膚感作性 物質 A（区分 1  10%）、物質 B(区分 1A  10%) 
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s) 特定標的臓器（単回暴露/反復暴露）において、分類情報に臓器種を表示すべき

か。また、例えば分類の結果、区分 1と区 2で同一の標的臓器となった場合や、

臓器が同一器官（例：肺と呼吸器＝呼吸器系）の処理方法、その他、暴露経路

においても同様のことを考慮する必要がある。 

t) 水生環境有害性の「配慮すべき成分」とは、急性有害性区分 1 または長期間有

害性区分 1と分類される成分については 0.1%以上で存在するもの、および他の

成分については 1%以上で存在するものをいう。しかし、「配慮すべき成分」に

かかわらず、すべての有害性既知の成分は加算式に参入する考え方もある。 

u) 一部の成分の水生環境(急性または長期間）有害性データに基づき混合物の有害

性区分が得られたとしても、水生環境有害性データ未知の成分が何パーセント

以上あった場合に、混合物の水生環境（急性または長期間）有害性を「分類で

きない」とすべきか。 

v) 混合物の成分情報として、単一物質のほかに、原料/半製品としての GHS 分類

情報を登録し、それを混合物の計算時に成分情報として使用できるようすべき

か。 

w) 単一物質 GHS分類データの作成時に下記のポイントを考慮すべきか。 

・急性毒性のデータは、分類結果の根拠文章から毒性値を抜き出し、根拠文章

と毒性値(数値)を別々にし、システムに搭載しやすい形式のデータを作成すべ

きか。 

・標的臓器の臓器種は全化学物質で共通となるように考慮し、さらに臓器系統

別に分別されていることとすべきか。 
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2.3 現行ツール関連課題の検討 

 現行ツールの課題を解決し、新ツールのロジックに反映させる手法及び現時点におけ

る IT関連技術の動向から最適なツールについての検討を行った。 

 

2.3.1 改訂に適した開発環境の検討 

 2年毎に改訂される国連GHS文書とその関連 JIS規格等の改訂に柔軟な対応が可能と

なる開発環境と方式を検討し、資料 2.3.1にまとめた。 

 プラットフォームはユーザーの大半が使用している Windows とし、開発言語は

Windowsプラットフォームとの親和性が高い.NET系とした。 

 また、利用中のアップデートにも対応可能とするため、部分的なプログラムの入れ替

えを自動更新で行えるような構造とした。 

 なお、自動更新におけるネットワーク上のセキュリティが議論されたが、HTTP を使

用した仕組みを検討すれば問題は少ないと結論した。 

 

2.3.2 事業者が使いやすい新たなユーザーインターフェイスの検討 

 現行ツールでの課題も考慮した事業者が使いやすいユーザーインターフェイスを検討

し、資料 2.3.2にまとめた。 

 GHS分類に関する画面はウィザード形式と単票形式の折衷案とした。 

 また、2.1.2 「ユーザーインターフェイスの課題」としてあげられた、入力後の修正、

変更が出来ない、製品登録、分類確定後の修正が出来ないという点に関しては、それぞれ

新ツールで考慮するとした。 

 

2.3.3 データ入出力形式の検討 

 新ツールでのドキュメントの出力および他のシステムとの連携を考慮したデータ形式

を検討し、それぞれ、資料 2.3.3-1、2.3.3-2にまとめた。 

新ツールでは利用者が直接参照して違和感のない形式での出力を行うとした。 

 ドキュメントの出力は Word、Excel、PDF が候補であるが編集することなどを考慮す

ると Excelが最も適している。しかし、有償のため、ライセンスの問題を解決する必要が

ある。データ出力形式は他のシステムとの連携を検討し、作成スキル、化学品名との相性

を考慮した結果、TSV(タブ区切りのデータ)が妥当と結論した。これと併せて出力された

製品データのセキュリティについても議論があったが、ユーザー責任で管理する(利用者

側のパソコン等のセキュリティに委ねる )とした。また API(Application Program 

Interface)はシステム間でデータ連携ができれば、不要であると結論した。 
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2.3.4 複数国対応の検討 

 国内のみならず海外での使用も考慮し、複数国での使用についての対応を検討し、資料

2.3.4にまとめた。 

 基本搭載言語データは日本語、英語とした。 

 ビルディングブロックは各国に対応可能とするため、コピー、ユーザーカスタマイズで

対応できるようにする。このために、新ツールでは利用する言語とアウトプットする言語

の両方を管理するとした。 

 例えば日本語で入力し、EU のビルディングブロックで分類し、結果を英語で出力する

イメージとなる。 

 

2.3.5 利用者に有用なツール提供形態の検討 

 ユーザーにとって運用しやすい提供形態について検討し、資料 2.3.5-1にまとめた。 

また、各提供形態の比較表を資料 2.3.5-2にまとめた。 

 ソフトウェアをダウンロードして利用するスタンドアロン方式、WEBを利用する ASP

方式、クラウド方式等の長所、短所を比較検討し新ツールではスタンドアロン方式にする

とした。 

 さらに、データベースの選定においてOracle Express Edition、MS SQL server Express

のほか、PostgreSQLとMySQL等選択肢を増やす検討を追加するとした。 

 

2.3.6 非機能要件の検討 

 新ツールの性能、セキュリティ、マニュアル、保守サポート等の非機能要件の検討を行

い、資料 2.3.6にまとめた。 

 性能要件、セキュリティ要件は、スタンドアロン方式、ASP方式、クラウド方式それぞ

れに必要な項目を提示したが、「2.3.5利用者に有用なツール提供形態の検討」にてスタン

ドアロン方式を採用するとした。 

 そのため性能要件、セキュリティ要件はユーザー側の PCに依存するため、議論は行わ

なかった。 

 マニュアル要件は、「2.1.2現行ツールの課題」のユーザーアンケートでも示された通り、

操作上の手順だけでなくデータ修正を含めたきめ細かな内容が必要とされる。 

マニュアル重視かサポート重視かはそれぞれ一長一短があり意見も多くあったが、コスト

の観点から「丁寧な作りのマニュアル」にて対応するとした。 

 運用面では、特に新ツールの公開初期には使用方法の説明会の開催等、サポート体制の

不足を補うための支援策を充実させる必要がある。 

 また、後々必要になることが予測される更新データの提供や新ツールを取り巻く周辺サ

ービスの充実と、その安価な提供が望まれる。 
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 保守サポート要件は、一般的な問合せに対する対応だけではなく、最新 GHS 分類デー

タの提供や国連 GHS文書とその関連 JIS規格等の改訂に合わせた修正版の提供が必要で

ある。 

 

2.3.7 自動化の許容範囲の検討 

 ツールが都度止まるため使い難いとの課題を受け、分類をどこまで自動化するかを検討

し、資料 2.3.7-1、2.3.7-2にまとめた。 

 

 本来 SDS、ラベルは以下の事が求められている。 

① 事業者は免責事項、専門家の判断も含めて製品の GHS 分類を、責任を持って実施

する事 

② 製品中の化学物質を確認し、現存する信頼性の高い GHS分類結果を集める事 

③ その時点で知り得る製品の危険有害性情報、法律情報を反映した SDS、ラベルを作

成し製品を使用する相手に渡す事 

 事故が発生した時に、その時点で知り得る危険有害性情報、法律情報を SDS、ラベルに

記載していたか否か、で裁判における事業者の責任がかなり変わる事は容易に想像できる。 

 従って本検討では 

① 分類の自動化レベルと事業者の責任のバランスを取った GHS 分類ツールを提供す

る事 

② 質の高いGHS分類データを可能な限り多くGHS分類ツールに搭載する事が求めら

れた。 

 分類の自動化レベルと事業者の責任のバランスについては、「2.1.2 現行ツールの課題」

でもシステムが都度止まるため使い難いという課題として挙がっている。 

 これは「事業者の責任」を強く意識させるために確認作業を多用した結果、操作性が犠

牲になっている、と分析された。 

 一方で、操作性を向上させるために GHS分類の自動化を進める必要がある。 

 このため、新ツールでは、事業者の責任と GHS分類の自動化のバランスが求められる。 

自動化のイメージは以下の通りとなる。 

①分類作業の前 

ポリシー設定画面によって分類方針を決定する 

・免責事項の表示 

・搭載された「複数の GHS分類データ」の分類に使用する優先順位の設定 

・物質の GHS分類データが無い時の扱いを決定（例：分類できない、とする） 

②分類開始時 

・分類される組成の確認 

・使用される物質の GHS分類データベース名称の確認 
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・分類データの有る物質、無い物質の確認 

・分類方針に従って分類を開始すると、途中では止まらずに GHS分類を一括 

処理後、エラーも含めて結果を表示 

・情報を確認、注意書き等を編集 

③分類終了時 

・画面上に免責事項の確認を表示 

・GHS分類情報、ラベル要素等のドキュメントを出力 

 以上によって GHS 分類の自動化を進めると同時に、事業者の責任も意識する設定とす

るとした。 

 

 なお「2.質の高い GHS 分類データを可能な限り多く搭載する」については次項「2.4.

各国が公開している GHS分類結果情報の検討」にて記載した。 
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2.4 各国が公開する GHS分類結果情報収集及び検討 

 事業者、特に中小事業者が GHS 分類を行うにあたり、データ収集を含めたデータ不足

を課題としてあげており、混合物の GHS 分類に使用する化学物質の GHS 分類データの

絶対数が不足しているという現状がある。今回刷新する混合物分類ツールに搭載する

GHS分類データを補完するために、国内外で GHS分類結果を公開している情報源を調査

し、そのデータの利用可能性について検討を行った。 

 

2.4.1 各国が公開している GHS分類結果情報 

 GHS 分類結果がすでに公開されているものと、今後公開が予定されているものについ

て調査を行った。 

 調査にあたっては、国連 GHS専門家小委員会の資料(資料 2.4.1-1)を参考にした。 

(1) 公開済みの GHS分類結果 

分類を公開している国について調査した結果を資料 2.4.1-2にまとめた。 

日本、韓国、台湾、ニュージーランド、EUが GHS分類結果を公開している。 

 

a) 日本 

 NITEは、関係省庁が実施した 2,450物質の GHS分類結果とラベル要素を公開

している。また、厚生労働省は、NITEが GHS分類結果を公開している化学物質

と厚生労働省がGHS分類を実施した他の化学物質合わせ2,435物質のモデルSDS

とラベルを公開している。 

 一般社団法人 日本化学物質安全・情報センター(JETOC)は、SIAR(SIDS 

Initial assessment report)のデータを基に、GHS分類を実施した 206物質につい

て、ホームページと出版物で GHS分類結果を公開しているが、ホームページは会

員向けで一般の人は見ることができない。 

b) 韓国 

 環境部は、有毒物 801物質の GHS分類結果とラベル要素を公開している。 

 雇用労働部は GHS 分類結果を公開しているが、国内向けで海外からは見る

ことができない。 

c) 台湾 

 行政院労工委員会はモデル SDSとラベルを公開しているが、国内向けで海外

からは見ることができない。 

d) ニュージーランド 

 環境省は、有害性物質 4,767 物質と 764 種の混合物(主に希釈物)について、

国独自の分類結果を公開している。国独自の分類と GHS 分類の変換表がある

が一対一の対応になっていない。 
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e) EU 

 欧州委員会は ESIS(European chemical substances information system)で

「物質及び混合物の分類、表示及び包装に関する規則(EC)No1272/2008」(CLP

規則)付属書Ⅵの 4,136物質の GHS分類結果とラベル要素を公開している。 

 また、ECHA(European chemicals agency：欧州化学物質庁)は、「化学品の

登録、評価、認可及び制限に関する規則(EC)No1907/2006」(REACH 規則)に

基づき登録された化学物質 4,278物質の GHS分類結果とラベル要素及び CLP

規則に基づき届出された 9 万を超える物質の 300 万件を超える GHS分類結果

とラベル要素を分類・表示インベントリーとして公開している。 

 

 公開されている内容で、GHSに基づいて分類根拠が記載されているのは、日本

のみである。 

 ニュージーランドは分類根拠データを記載しているが、すべてではなく、また、

EUの Rフレーズ、企業データの利用も散見される。 

 URLにアクセスしたときの画面と GHS分類結果の表示画面を「資料 2.4.1-3各

国が公開する GHS分類情報の検索例」に示す。 

 EUは、CLP規則 付属書Ⅵ 表 3の 5物質修正、11物質追加をWTO通告して

おり、近々、CLP規則の改正がおこなわれる。 

 

(2) 公開予定の GHS分類結果 

 新たに公開を予定しているのは、中国である。 

 中国は、現在、危険化学品目録の見直しを行っており、そこに収載される予定

の約 7,000物質の GHS分類結果を 2012年に公開する予定である。 

 

2.4.2 各国が公開している GHS分類結果の比較 

 具体的な化学物質、アクリルアミドとエピクロロヒドリンについて、各国が公開してい

る GHS分類結果の比較を行った。CLP 規則に基づき届出された GHS分類結果について

は、件数が多いため別表とし「CLP規則 付属書Ⅵ 表 3.1」の GHS分類結果と比較した。 

アクリルアミドの分類結果を資料 2.4.2-1、2.4.2-2 に、エピクロロヒドリンの分類結果を

資料 2.4.2-3、2.4.2-4にまとめた。 
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分類結果の比較結果の概略を述べると 

・日本と EUの ECHAがすべての危険有害性クラスについて分類結果を公開しているの

に対し、その他、EU の ESIS、韓国、ニュージーランドは危険有害性のあるクラスの

み分類結果を公開している。 

・危険有害性に該当しない場合、日本は「区分外」「分類対象外」「分類できない」に分

けているが、ECHA は分けていない。 

・日本は吸入の急性毒性で細かく区分しており、さらに、NITE では「粉塵」と「ミス

ト」を分けていないが、厚生労働省は分けて分類、表示している。 

 

 CLP規則に基づき届出された GHS分類結果について、ECHAは届出された GHS分類

結果をすべて公開している。 

 届出の例としてアクリルアミドとエピクロロヒドリンにて示したが、CLP 規則に基づ

き届出された GHS分類結果は、アクリルアミドが 23件、エピクロロヒドリンが 12件で

ある。 

 REACH届出物質の GHS分類結果は、CLP規則に基づき届出された GHS分類結果に

含まれていると思われる。 

 

 これらのうちデータの利用可能性があるのは、日本、EU、韓国の GHS分類結果である。

事業者が利用するにあたっては、何らかの分類根拠が必要であり、その点からは、日本の

GHS分類結果のみとなる。 

 また、EU の「CLP 規則 付属書Ⅵ 表 3.1」の GHS 分類結果は、分類根拠は明示され

ていないが、EUの専門委員会が加盟してから提出された分類根拠に基づいて検討された

結果であり、このデータの利用可能性は高い。 

 その他、EU の REACH 登録時及び CLP 規則に基づき届出された GHS 分類結果、韓

国の GHS分類結果については、現時点ではそのまま利用する事は難しい。 

 今後、IUCLID5(International Uniform Chemical Information Database: 国際統一化

学情報データベース)内の GHS分類データについては精査されると、利用可能性が高くな

ることが期待されるため、さらに内容の調査を進め、新ツールに搭載することが可能か判

断することを提案する。 

 また、韓国の GHS 分類結果については、日韓中の政府間で議論されており、そこでの

GHS分類の調和が期待される。 
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3 調査結果のまとめ 

・国内の類似システムについて 

 現行の混合物分類システムとの比較として国内のシステムの調査を実施した結果明

らかになった問題点は 

a) 対応する JIS規格、国連 GHS文書の最新版を採用していないシステムが多い 

b) 搭載しているGHS分類データは殆どがNITEの公開データのみで混合物分類を行

うには絶対数が不足している 

c) 価格が最低でも数百万円と中小事業者が導入するには金額的な負担が大きすぎる 

等があり、特に c)については、国が主導する GHS推進には特に中小事業者に対する支

援が必要である。 

・現行ツールの課題 

 ツール使用者のアンケート結果及び今回実際にツールを使用してみた結果、現行の

混合物分類ツールの最大の課題は「分類の自動化レベルと事業者の責任のバランス」

が取れていない点にある。 

 この他の問題点も含めてそれぞれの解決案を提案し、検討委員会及び GHS、IT 両分

科会において、以下に記載する「3.1 新ツールについて」、「3.2 GHS分類データにつ

いて」の議論を行いツールの基本骨格を提案した。 

 

3.1 新ツールについて 

 新ツールでの最大の課題は「分類の自動化レベルと事業者の責任のバランス」にある。 

そのため新ツールでは、 

・分類作業の前にポリシー設定によって分類方針を決定する 

・分類方針に従って途中で止めずに GHS 分類を完了し、情報を確認して編集可能に

する 

・分類終了後にドキュメント類、免責事項等の確認情報を出力する 

として GHS 分類の自動化を進めると同時に、ツールを使用する事業者の責任も意識す

る設定とする。 

 併せて中小事業者が使い易い新たなユーザーインターフェイスの検討、データ入出力

形式の検討、国連ＧＨＳ文書の改訂時期に合わせ数年単位での改訂に適したシステムの

開発環境、複数言語での使用を前提にしたシステム、等々の事項についても検討した。 

 これらの実現によって操作者の負担を極力軽減することが可能になる。 

これらをまとめて要件定義書に記載した。 
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3.2 GHS分類データについて 

 新ツールに標準搭載する GHS分類データは 

・NITE公開の GHS分類データ を標準データとする 

・EU CLP規則 付属書Ⅵ 表 3.1 を補強データとする 

と結論したが、混合物分類に際して絶対数が依然として不足している。 

 本年 2月に公開された C&L Inventory database 90,000余の物質はデータの根拠が不

明である。この為、1 物質に複数存在する分類結果から特定の分類結果を採用する基準

が決定できず、採用を検討するには時期尚早とした。 

 一方 REACH登録物質は、分類根拠は存在しているが一物質に多数の届出が存在して

いる事等から IUCLID5からのデータ引用には相当な労力が予想される。 

 今後、IUCLID5内の GHS分類データについては精査されれば、利用可能性が高まる

ことが期待されるため、さらに内容の調査を進め、新ツールに搭載することが可能か判

断することを提案する。 

 なお、自社保有の GHS分類データ類等は自社の責任において採用する事になる。 

 

3.3 その他の提案事項 

 検討委員会、及び GHS、IT 両分科会における議論等から、今回の報告書に盛り込む

べきと判断された提案事項を下記に記す。 

・分類ツール公開初期における使用方法の説明会の開催 

ツール関連課題の検討の項「2.3.3 事業者が使いやすい新たなユーザーインター

フェイスの検討」にて記載した様に「丁寧な作りのマニュアル」にて行う事と決

定しているが、特にツール公開初期には手厚いユーザーサポートが必要になる。

従って公開に合せて使用方法の説明会等の開催が望まれる。 

・更新される GHS分類データの提供とインストールサービス 

・多言語対応パッケージ 

・その他ツール周辺のサービス 

これらの安価な提供が求められる。 

 以上、今回検討した内容を基にした開発を予定している分類ツールの全体像概要を「資

料 3 新ツール概要」に記載する。 
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本報告書における用語、略語の定義 

ツール  GHS分類までを行うソフトウェア 

現行ツール 現在経済産業省が公開している混合物分類ツール 

新ツール 今回刷新する混合物分類ツール 

SDS  Safety Data Sheet 安全データシート 

GHS   Globally Harmonized System of Classification and Labelling of  

  Chemicals 化学品の分類及び表示に関する世界調和システム 

NITE  National Institute of Technology and Evaluation  

  独立行政法人 製品評価技術基盤機構 

JETOC  Japan Chemical Industry Ecology-Toxicology & Information Center 

  一般社団法人 日本化学物質安全・情報センター 

ESIS  European chemical Substances Information System 

  欧州化学物質情報システム 

ECHA  European Chemicals Agency 欧州化学品庁 

WTO  World Trade Organization 世界貿易機関 

IUCLID  International Uniform Chemical Information Database 

  国際統一化学情報データベース 

API  Application Programming Interface 

  アプリケーションをプログラムするにあたって、プログラムの手間を省 

  くため、もっと簡潔にプログラムできるように設定されたインターフェ 

  イス 

SIDS  Screening Information Data Set スクリーニング用データセット 

SIAR  SIDS Initial Assessment Report SIDS初期評価報告書 
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4 関係資料 

本報告書に添付していない関係資料を以下に示す。 

4.1 委員名簿 

【委員長】 

  城内 博 日本大学 大学院理工学研究科 教授 

【委 員】 

（GHS） 

  鈴木 亨 一般社団法人 日本化学工業協会 化学品管理部 部長 

  宮坂 陽子 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター 主任  

  和田 英男 社団法人 日本塗料工業会 製品安全部 部長 

山口 忍 DIC株式会社 レスポンシブルケア部 法規制担当課長  

  野口 淳平 化学品リスクコミュニケーション研究所 所長 

  大澤 威雄 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社 業務管理グループ法務・貿易管理

課 

（IT） 

高橋 和博 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター 主査 

知久 正直 ＮＥＣソフト株式会社 第一製造業ソリューション事業部環境ソリュー

ショングループ リーダー 

堀江 隆志 アクセンチュア株式会社 シニア・プリンシパル 

有馬 裕人 江守商事株式会社 情報システム事業部 

【GHSサポートチーム】 

佐野 弘  日本ケミカルデータベース株式会社 技術顧問 

細谷 和弘 日本ケミカルデータベース株式会社 

【ITサポートチーム】 

  坂下 実 日本ケミカルデータベース株式会社 

  水迫 清仁 日本ケミカルデータベース株式会社 

【事務局】 

五十嵐 誠  経済産業省製造産業局 化学物質管理課 企画官 

常見 知広  経済産業省製造産業局 化学物質管理課 係長 

田崎 孝典  経済産業省製造産業局 化学物質管理課 係長 

長谷川 秀樹 日本ケミカルデータベース株式会社 

又吉 勝也  日本ケミカルデータベース株式会社 

五嶌 慶一  日本ケミカルデータベース株式会社 

（順不同、敬称略） 
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4.2 委員会議事録（別紙） 

・資料 4.2-1 第 1回検討委員会議事録 

・資料 4.2-2 GHS分科会議事録 

・資料 4.2-3 IT分科会議事録 

・資料 4.2-4 第 2回検討委員会議事録 



御社名 ご記入者名
システム名 ご記入日

回答欄
ＪＩＳ 対応JIS名 MSDS JIS_Z 7250_2005

JIS_Z 7250_2010
ラベル JIS_Z 7251_2006

JIS_Z 7251_2010
分類JIS JIS_Z 7252_2009

GHS国連文書 対応版数 改訂２版
改訂３版
改訂４版

GHS分類データ 搭載データ nite分類データ ○ or ×にて回答
その他の分類データ 有れば名称を記載（海外分類除く）

必要に応じて行を追加して記入

法規対応 対応法規名 安衛法
化管法（PRTR法）
毒劇法
化審法

その他_対応法規数

言語 対応言語 英語
韓国語

中国語（簡体字）
中国語（繁体字）

その他（対応言語数）

法規対応 海外法規 国＆法規名称の対応 左記載の国の法規に○を記入
ＵＳ
ＥＵ

中国
韓国

その他（対応国数）

GHS分類データ 搭載GHS分類データ 国名（地域）を記載

出力の有無
ＳＤＳ出力 対応していれば○未対応なら×
ラベル出力 対応していれば○未対応なら×
SDS、ラベルの外国語出力　 対応していれば○未対応なら×

出力可能な言語数

その他の出力 イエローカード 対応していれば○未対応なら×
ＪＡＭＰ　ＭＳＤＳ plus 対応していれば○未対応なら×
ＪＡＭＰ　AIS 対応していれば○未対応なら×
その他

他システムとの連携機能 対応していれば○未対応なら×

該当するもの
スタンドアロン ○ or ×にて回答
Webサービス（ＡＳＰ/クラウド） ○ or ×にて回答
サーバ/クライアント ○ or ×にて回答
その他

価
格
帯

概算で構いません。

資料2.1.1-1 経済産業省委託事業調査に関するアンケート
（ＧＨＳ分類システムについて）

出
力
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト

上記3種以外の出力内容が有れば記
載

＊＊＊　ご協力ありがとうございました　＊＊＊

シ
ス
テ
ム
形

態

日
本
対
応

対応済みのJISに○を記入

対応済みの改訂版に○を記入

対応している法規名称に○を記入

上記法規以外の対応法規数を記入

海
外
対
応

対応している言語に○を記入

採用している（可能な）分類データ（国
名）

シ
ス
テ
ム

連
携

Copyright(C)、日本ケミカルデータベース株式会社 2012



資料2.1.1-2　調査した既存システムと回答状況
2012/3/2現在

システム名 システム提供元名
回答
状況

備考

A　システム A ○

B　システム B ○

C　システム C ○

D　システム D カタログ

E　システム E カタログ

F　システム F ○

G　システム G カタログ

H　システム H カタログ

I　システム I × 現在は存在しないため回答できない



資料2.1.1-3 国内の類似システム調査結果
社名 A B C D E F G H

システム名 A　システム B システム C システム D　システム E システム F　システム G　システム H　システム
回答状況 回答 回答 回答 回答 カタログ カタログ カタログ カタログ

ＪＩＳ 対応JIS名 MSDS JIS_Z 7250_2005 ○ ○ ○ 不明 ○ 不明 ○
JIS_Z 7250_2010 ○ ○ 不明 不明

ラベル JIS_Z 7251_2006 ○ ○ ○ 不明 ○？
JIS_Z 7251_2010 ○ ○ 不明 不明

分類JIS JIS_Z 7252_2009 ○ ○ ○ 不明 ○ 不明
GHS国連文書 対応版数 改訂２版 ○ ○ ○ 不明 ○ 不明 不明

改訂３版 ○ 不明 不明 不明
改訂４版 不明 不明 不明

GHS分類データ搭載データ nite分類データ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不明
その他の分類データ 日塗工DBより 日塗工データ

法規対応 対応法規名 安衛法 ○ ○ ○ ○ 不明（なし？） ○？ 不明 不明
化管法（PRTR法） ○ ○ ○ ○ 不明（なし？） 不明 不明 不明
毒劇法 ○ ○ ○ ○ 不明（なし？） 不明 不明 不明
化審法 ○ ○ ○ 不明（なし？） 不明 不明 不明

その他_対応法規数 26 ３０法令 10以上

言語 対応言語 英語 ○（オプション） ○ ○ ○ ○ ○ ○（OP）
韓国語 ○（オプション） ○

中国語（簡体字） ○（オプション） ○ ○
中国語（繁体字） ○

その他（対応言語数） EU加盟国（２３言語）

法規対応 海外法規 国＆法規名称の対応 不明
ＵＳ ○ ×？
ＥＵ ○ ×？

中国 ○ ×？
韓国 ○ ×？

その他（対応国数） 2

GHS分類データ 搭載GHS分類データ 国名（地域）を記載 国名（地域）を記載 国名（地域）を記載 国名（地域）を記載 国名（地域）を記載 国名（地域）を記載 国名（地域）を記載 国名（地域）を記載
ＥＵ，ＵＳ，中国、台湾 EU危険物質リスト（67/548/EEC？） 不明

出力の有無 出力の有無 出力の有無 出力の有無 出力の有無 出力の有無 出力の有無 出力の有無
ＳＤＳ出力 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ラベル出力 ○ ○ ○ ×？ ○ ○ 不明
SDS、ラベルの外国語出力　 ○（オプション） ○ ○ SDSのみ？ ○ ○ ○

出力可能な言語数 2 27 2
○

その他の出力 イエローカード ○ ○ 不明 不明
ＪＡＭＰ　ＭＳＤＳ plus × ○ 不明 不明
ＪＡＭＰ　AIS × × 不明 不明
その他 オプション品有り

他システムとの連携機能 ○ ○ ○ 不明 不明

該当するもの 該当するもの 該当するもの 該当するもの 該当するもの 該当するもの 該当するもの 該当するもの
スタンドアロン × ○ ○ ×
Webサービス（ＡＳＰ/クラウド） ○ ○ × ○
サーバ/クライアント ○ ○ × ○ ○ ○
その他 Excel

価
格
帯

本体500万～
オプション50万～

ガイドブック（有料）
の付録として添付

4000万程～　 クラサバ：200万～
スタンドアロン：80万

～

標準：200万
OP：50万～

不明

出
力
フ
ォ
ー

マ

ッ
ト

シ
ス
テ
ム

連
携

シ
ス
テ
ム
形

態

日
本
対
応

海
外
対
応



資料2.1.2-１ 分類ツールに関するアンケート結果 2011.3.25

データに関する指摘 マニュアル類 その他
項 ツールの操作に関する指摘 ツールの仕様に関する指摘 外部入出力に関する指摘 不具合 その他 ― ― ―

1

GHS分類が見直された
物質や、追加で分類を
行ったものを登録・更
新するのが面倒。

製品での配合が100％で
ないと分類できない。

データ登録が面倒。
CSV、Excelファイルか

らのインポート機能(読

込み)が無い。１項目ず
つ入力しか出来ない

言葉に誤りが多い。重
複が多い。％％が重な
るなどのバグが多い。

スタンドアロンで情
報共有等がしにく
い。

分類判定システム
に登録されている
化学物質の分類
データが古い。

自分自身はいくつ
か活用させえてい
ただいたが、取り
扱い説明書が専門
的過ぎて、日常業
務で携わっている
ものは良いが、事
業部等の関係者に

自動判定の結果抽
出される注意書き
で類似表現がある
のでMSDS作成時に
どれを採用するか
迷う。

2

選択した混合物の状態
により自動入力できる
ところを入力してほし
い。固体について気体
や液体項目を入力する
のが非常に手まで時間
がかかるため。

判定結果を確定する
と、自動判定結果詳細
画面が見られないの
で、後で見直しが出来
ない。組成修正など、
複写してから修正しな
ければならないのが使

分類結果のアップロー
ドツールがなく、１成
分ずつ入力する必要が
あるため、大量の情報
を入力しなくては、な
らず、使う時間的余裕
がない。

類判定の特定標的臓器
毒性で、分類判定結果
には有る臓器が、臓器
毎分類判定入力の臓器
名等には無いものが有
る（全身毒性、聴覚器
等）。

データが古い。 いわゆる「専門か
ぶれ」の傾向があ
るようです。素直
に対応できないの
です。

そのままラベルに
出来ないこと。

3

一つ一つ確認しながら
の入力になるが作業ス
ペースが広げられない
ため、移動にマウス操
作が煩雑になってい
る。一覧形式での入力

いったん製品登録する
と修正ができない。

コピーし自社の様式へ
展開できない。

SDS情報出力, GHSラ
ベル情報出力で、コー
ド番号H340の内容が、

コード番号H341の内容
になっている。

登録されていない
物質があると、そ
の物質自体の登録
からはじめないと
いけない。先に製
品情報登録すると

4

危険有害性項目全てを
一括処理したいができ
ない。

確定後の修正ができな
い。

既存データが利用でき
ていない（当社が）

入力しても出力された
結果がうまく反映され
ない。

JIS Z7251：2010と
危険有害性情報の
内容が変わってい
るので、次バー
ジョンでは反映さ
れた内容にしてほ

5
手作業が必要な部分が
多い。

判定処理が面倒であ
る。

6

分類対象外の項目も含
め、判定をひとつひと
つ確認しなければなら
ないのが、面倒。

ラベルやSDSの出力時
に項目名が英語となっ
ている。

7
全分類項目について分
類結果を入力しないと
いけない。

分類判定を確定すると
変更出来ない。

8

明らかに分類対象外の
項目については入力不
要としてほしい。

SDS情報出力, GHSラ

ベル情報出力のPコード
が、番号順ではないの
で並べ替える必要があ

システム的な指摘



データに関する指摘 マニュアル類 その他
項 ツールの操作に関する指摘 ツールの仕様に関する指摘 外部入出力に関する指摘 不具合 その他 ― ― ―

システム的な指摘

9

GHS分類結果を保存で
きることができるが、
構成成分の分類結果
を、後で変更する際、
非常に使いづらい。

一度情報を決定すると
変更ができないところ
がある。同じ情報を入
力する場合にコピーが
できない。

10
データ入力が煩雑な
上、修正がしにくい。

全てのデータが入って
いないと分類できな

11

個々のデータ入力時の
「確認」を聞いてくる
頻度が極めて多く、操
作にストレスを感じま
す。データ内容の確認
は最終のデータアップ
デート前だけで良いと

混合物の分類結果が修
正できない点。

12
個々に選択結果判定す
るので、全体像が見え
難い。（入力が煩雑）

印刷できない。

13

いろいろなところで、
確認メッセージが出て
きて、OKするのが面
倒。いくら供給者責任
とはいえ、分類結果を
マニュアルで１つずつ

混合物の場合、各成分
の合計が100%となって
いなくても、分類でき
るようにしてほしい。

14
入力したデータの修正
がしにくい。入力した
データを一覧し、修正

15 入力操作が煩雑。

16
なんども確定操作を行
わなければならない。

17 使い馴れが必要

18
使用方法がやや分かり
難い。

赤文字は事務局記入
「システムが都度止まる」の指摘該当部分
「システムが都度止まる」の指摘該当部分の誘因部分
48件中19件 40%



「分類判定結果選択」画面に移動

資料2.1.2-2　危険有害性項目の分類　操作手順

3.「自動分類結果

4.該当する「適用」

5.内容を見る 

6.該当する「区分」をプ

9.「注意書きの設定」を

8.該当する「手法」をプ

28.「登録」をクリック 

21.「判定根拠」をコピー＆ペースト 

7.「はい」をクリック 

29.「はい」をクリック 

1.「危険有害性

2.「分類結果選

27.「はい」をクリック 

危険有害性の 1項目に25～30回のクリック操作が必要であり 

これを繰り返し作業する事が求められる 

→25回×34項目=840回以上のクリック 

この操作の問題点を多く含む 

・840回間違いなく全項目を操作しなくてはばらない 

・特定標的臓器毒性 の操作は更に複雑化する 

  問題点 判定根拠がそのままではコピー出来ない 

・途中で中断すると判らなくなる 

・集中力が続かなくなり誤操作の懸念有り 

・危険有害性項目が一つでも未登録だと「判定結果確定」が出来ず次

に進めない 
 

10.「予防策」を

クリック 
14.「対策」をク

リック 

18.「保管」をク

リック 

22.「廃棄」をク

リック 

11,15,19,23「取

り込み」をクリッ

26.「登録」をク

リック 

12,16,20,24 

「はい」をクリック 

13,17,21,25 

取り込まれた不要なフレーズを

編集する 



資料2.1.2-3　出力画面

3.「注意書」から、編集もしくは

不要なフレーズを削除し「登

録」で確定する 

1.クリック 

2.クリック 

最後に登録 

（クリック） 



 

資料 2.1.2-4 ラベル出力結果 

 

MIXTURE 

 product_number="Test-1" 

 product_identifier="分類既知組成品" 

 synonyms="" 

 un_number="1263" 

 statements="" 

LABEL 

 product_identifier="分類既知組成品" 

 symbol="PIC¥flamme.jpg" 

 symbol="PIC¥exclam.jpg" 

 symbol="PIC¥silhouet.jpg" 

 symbol="PIC¥pollut.jpg" 

 signal_wds="危険" 

 hazard_statements="H225 引火性の高い液体および蒸気" 

 hazard_statements="H315 皮膚刺激" 

 hazard_statements="H317 アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ" 

 hazard_statements="H319 重篤な眼への刺激性" 

 hazard_statements="H351 発がんのおそれの疑い（他の経路からの暴露が有害でないことが決定的に証明されている場合、有害な暴露経路を記載*）" 

 hazard_statements="H360 生殖能または胎児への悪影響のおそれ（もし判れば影響の内容を記載する）または（他の経路からの暴露が有害でないことが決

定的に証明されている場合、有害な暴露経路を記載）" 



 

 hazard_statements="H370 臓器の障害（もし判れば影響を受ける全ての臓器を記載する）（他の経路からの暴露が有害でないことが決定的に証明されている

場合、有害な暴露経を記載）" 

 hazard_statements="H372 長期または反復暴露による臓器の障害（もし判れば影響を受ける全ての臓器を記載する）（他の経路からの暴露が有害でないこと

が決定的に証明されている場合、有害な暴露経路を記載）" 

 hazard_statements="H401 水生生物に毒性あり" 

 hazard_statements="H411 長期的影響により水生生物に毒性あり" 

 precautionary_statements="(製造者／供給者または規制所管官庁が指定する）保護手袋および保護眼鏡／保護面を着用すること。 (P280)" 

 precautionary_statements="（製造者／供給者または規制所管官庁が指定する）保護手袋を着用すること。 (P280)" 

 precautionary_statements="（製造者／供給者または規制所管官庁が指定する）保護眼鏡／保護面を着用すること。 (P280)" 

 precautionary_statements="（製造者／供給者または規制所管官庁が指定するその他. ...を含み、）防爆型の電気機器／換気装置／照明機器／...機器を使用す

ること。 (P241)" 

 precautionary_statements="(静電気に敏感な物質を積みなおす場合は、)（製品が危険有害な気体を発生させるような揮発性の場合は、）容器および受器を接

地すること。 (P240)" 

 precautionary_statements="<（必要な時以外は、）>環境への放出を避けること。 (P273)" 

 precautionary_statements="この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 (P270)" 

 precautionary_statements="すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 (P202)" 

 precautionary_statements="使用前に取扱説明書を入手すること。 (P201)" 

 precautionary_statements="取扱い後はよく洗うこと。 (P264)" 

 precautionary_statements="取扱後は手をよく洗うこと。 (P264)" 

 precautionary_statements="容器を密閉しておくこと。 (P233)" 

 precautionary_statements="必要に応じて個人用保護具を使用すること。 (P281)" 

 precautionary_statements="汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 (P272)" 

 precautionary_statements="火災を発生しない工具を使用すること。 (P242)" 



 

 precautionary_statements="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。 (P210)" 

 precautionary_statements="粉じん／ヒューム／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入しないこと。 (P260)" 

 precautionary_statements="粉じん／ヒューム／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。 (P260)" 

 precautionary_statements="粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。 (P261)" 

 precautionary_statements="静電気放電に対する予防措置を講ずること。 (P243)" 

 precautionary_statements="<（緊急の処置が必要な場合）>特別処置 (このラベルの補足の応急処置指示... 参照) (P321)" 

 precautionary_statements="暴露した場合：医師に連絡すること。 (P307+P311)" 

 precautionary_statements="暴露または暴露の懸念がある場合：医師の診断／手当を受けること。 (P308+P313)" 

 precautionary_statements="気分が悪い時は、医師の診断／手当てを受けること。 (P314)" 

 precautionary_statements="汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。 (P362)" 

 precautionary_statements="汚染した衣類は再使用する場合は洗濯すること。 (P363)" 

 precautionary_statements="漏出物を回収すること。 (P391)" 

 precautionary_statements="特別処置 (このラベルの補足の応急処置指示... 参照)<（製造者／供給者または規制所管官庁が指定する洗浄剤を記載しても良

い。）> (P321)" 

 precautionary_statements="特別処置 (このラベルの補足の応急処置指示… 参照)<（製造者／供給者または規制所管官庁が指定する洗浄剤を記載しても良

い。）> (P321)" 

 precautionary_statements="皮膚についた場合：多量の水と石鹸で洗うこと。 (P302+P352)" 

 precautionary_statements="皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当てを受けること。 (P332+P313)" 

 precautionary_statements="皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断／手当てを受けること。 (P333+P313)" 

 precautionary_statements="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。 (P305+P351+P338)" 

 precautionary_statements="眼の刺激が続く場合は、医師の診断／手当てを受けること。 (P337+P313)" 

 precautionary_statements="施錠して保管すること。 (P405)" 



 

 precautionary_statements="内容物／容器を（国際／国／都道府県／市町村の規則に従って）...に廃棄すること。 (P501)" 

SUPPLIER 

 supplier_identification="日本ケミカルデータベース株式会社" 

 address="東京都千代田区外神田神保町 3-9 第一丸三ビル 2F" 

 phone="03-3239-5901" 

SINGLE_EXPOSURE 

 route="" 

 organ="中枢神経系" 

 category="区分１" 

SINGLE_EXPOSURE 

 route="" 

 organ="呼吸器" 

 category="区分１" 

REPEATED-EXPOSURE 

 route="" 

 organ="中枢神経系" 

 category="区分１" 

REPEATED-EXPOSURE 

 route="" 

 organ="肝臓" 

 category="区分１" 

REPEATED-EXPOSURE 

 route="" 



 

 organ="肺" 

 category="区分１" 

REPEATED-EXPOSURE 

 route="" 

 organ="腎臓" 

 category="区分１" 

// 



 

資料 2.2.2 混合物分類の基本ロジック 

 

1 全般 

1.1 分類結果の表現方法（事業者向け GHS 分類ガイダンス（第 2 版）） 

分類結果の語句  解説 

分類できない 各種の情報源および自社保有データ等を検索してみたが、分類の判断を行うためのデ

ータが全く、または分類するに充分な程度に得られなかった場合。（英文の場合 ：

Classification not possible） 

分類対象外 GHS で定義される物理的性質に該当しないため、当該区分での分類の対象となって

いないもの。例えば、危険有害性区分が「○○性固体」となっているもので、常態が液

体や気体のもの。当該物質の化学構造中に評価項目に関係する原子団 (表2-3-1の右欄

に挙げた項目)を含まない場合も分類対象外とする。（英文の場合：Not applicable） 

区分外 分類行うのに十分な情報が得られており、分類を行ってみたところGHS で規定する

危険有害性区分において一番低い区分に入らないとする十分な証拠が認められた場

合。十分な情報が得られない場合は「区分外」とせず、「分類できない」と分類する。 

（英文の場合：Not classified.） 

 

2 物理化学的危険性 

2.1 物理的、化学的状態および化学構造による物理化学的危険性の分類項目の選別 

（事業者向けGHS分類ガイダンス（第2版）） 

項目 ガス 液体 固体 該当する可能性のある化学構造 

爆発物 ☓ ○ ○ 分子内に爆発性に関連する原子団を含んでいる。 

可燃性／引火性ガス ○ ☓ ☓  化学的に不安定なガスは△ 

可燃性／引火性エアゾール ○ ○ ○   

支燃性／酸化性ガス 〇 ☓ ☓   

高圧ガス ○ ☓ ☓   

引火性液体 ☓ ○ ☓   

可燃性固体 ☓ ☓ ○ 
(粉末状，顆粒状またはペースト状の物質が評価対

象） 

自己反応性化学品 ☓ ○ ○ 
分子内に爆発性・自己反応性に関連する原子団を

含んでいる。 



 

1 

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 ☓ ○ ○ 
金属または半金属（Si,Ge,As,Sb,Bi,など)を含んで

いる。 

酸化性液体 ☓ ○ ☓ 
酸素、フッ素または塩素を含み、かつこれらの元

素に、炭素、水素以外の元素と化学結合している

有機物質、ないしは酸素、ハロゲンを含む 

無機物質がある。 
酸化性固体 ☓ ☓ ○ 

有機過酸化物 ☓ ○ ○ 

－O－O－構造を有する有機化合物である。ただし

活性酸素量（％）が国連GHS 改訂4 版2.15.2.1 

(a)(b)に該当するものは除く。。 

金属腐食性物質 △ ○ △   

化学品の態の定義（国連GHS文書第４版 第1.2章定義による） 

・ガス(Gas)とは、（i）50℃で300kPa（絶対圧）を超える蒸気圧を有する物質、または（ii）

101.3kPa の標準気圧、20℃において完全にガス状である物質をいう。 

・液体 (Liquid)とは、50℃において300kPa(3bar)以下の蒸気圧を有し、20℃、標準気圧

101.3kPa では完全にガス状ではなく、かつ、標準気圧101.3kPa において融点または融解

が始まる温度が20℃以下の物質をいう。 

・固体 (Solid) とは、液体または気体の定義に当てはまらない物質または混合物をいう。 

・ペースト状の物質の固体・液体区分については国連危険物輸送の試験法による。 

（消防法による判定を準用してもよい。） 

記号説明  ○ ：該当する可能性がある 

× ：該当しない 

△ ：該当する可能性があるが、試験法が規定されていない 

“爆発性に関連する原子団”及び“自己反応性に関連する原子団”は「事業者向け GHS 分類ガイダンス」 

（第 2 版）表 2-3-2、表 2-3-3 を参照。 



 

2 

2.2 物理化学的危険性の分類作業フロー（事業者向け GHS 分類ガイダンス（第 2 版）） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 危険有害性のクラスの絞込み（１） 

分類する化学物質

製品 

ガス？固体？ 

液体？ 

 

液体状化学物質の分類

対象危険有害性クラス 

・爆発物 

・ 引火性液体 

・ 自己反応性化学品 

・ 自然発火性液体 

・ 自己発熱性化学品 

・ 水反応可燃性化学品 

・ 酸化性液体 

・ 有機過酸化物 

・ 金属腐食性物質 

 

他の項目は「分類対象

外」とする。 

固体状化学物質の分類 

対象危険有害性クラス 

・ 爆発物 

・ 可燃性固体 

・ 自己反応性化学品 

・ 自然発火性固体 

・ 自己発熱性化学品 

・ 水反応可燃性化学品 

・ 酸化性固体 

・ 有機過酸化物 

・ 金属腐食性物質 

 

他の項目は「分類対象

外」とする。 

 

ガス状化学物質の分類

対象危険有害性クラス 

・ 可燃性/引火性ガス 

・ 支燃性/酸化性ガス 

・ 高圧ガス 

・ 金属腐食性物質 

ガス 

液体 

固体 

・ 爆発物          

・ 自己反応性化学品 

・ 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 

 

 

エアゾール製品 
噴射物 

噴射ガス 
エアゾール製品

の分類対象危険

有害性クラス 

・ 可燃性/引火性

エアゾール 

・ 非引火性エア

ゾール 

§2.3 へ 

§2.2、 

§2.4、 

§2.5 へ 

（金属腐食性は 

図 1-1 (3)で説明。） 

他の項目は「分類対

象外」とする。 

成分物質の化学構造に

基づく絞込みを次ペー

ジに示す 

図-２．２で行う。 

図 1-1 (2)（次ページへ） 

分類する化学物質の状態によって行う絞込み 
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図 1-1 危険有害性のクラスの絞込み（２） 

化学物質（混合物成分）の分子内に表 2-3-2 の原子団を含まない。           

爆発物を「分類対象外」とする。 

化学物質（混合物成分）の分子内に表 2-3-2 または 2-3-3 の原子団を含

まない。 

        自己反応性化学品を「分類対象外」とする。             

分子内に金属または亜金属を含まない。 

          水反応可燃性化学品を「分類対象外」とする。 

１． 酸素、塩素、フッ素を含んでいないか、これらの元素が炭素または

水素のみと直接に結合している有機物質。 

２． 酸素またはハロゲンを含まない無機物質。 

          酸化性液体、固体を「分類対象外」とする。 

１．無機物質。 

２．有機化合物で分子内に－O－O－結合を持っていない。 

          有機過酸化物を「分類対象外」とする。 

含有する成分化学物質の分子構造から行う絞込み 

含有成分の含有率等から行う絞込み 

１．酸素を含む表 2-3-2 の原子団を含有するが、酸素収支の計算結果が

－２００より低い。 

（計算）分子式の炭素、水素、酸素（CXHYOZ）について、 

   酸素収支＝-1600×(2X＋Y/2-Z）/分子量 

２．無機酸化性物質と有機物質の混合物で無機酸化性物質濃度が 

酸化性物質の区分が１または２の場合、重量で 15％未満、 

酸化性物質の区分が３の場合、重量で 30％未満。 

               火薬類を「区分外」とする。 

有機過酸化物を含む混合物で、 

１． 過酸化水素含有量 1.0%以下の場合において、 

有機過酸化物に基づく活性酸素量が 1.0%以下のもの。 

２． 過酸化水素含有量 1.0%超、7.0%以下の場合において、 

  有機過酸化物に基づく活性酸素量が 0.5%以下のもの。 

            有機過酸化物を「区分外」とする。 

図 1-1 (3)（次ページ）へ 
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図 1-1 危険有害性のクラスの絞込み（３） 

② 酸化・還元反応（燃焼・金属腐食を含む）に関する初歩的化学知識に

基づく判断          （判定の責任は事業主にあることに留

意） 

１．還元性物質      （酸化性液体・固体、金属腐食性－区分外） 
２．酸化性物質              （水反応可燃性－区分外） 

３．酸化還元性が中性の物質（酸化性液体・固体、水反応可燃性－区分外） 

４．酸化性でなく、ｐＨは中性付近      （金属腐食性－区分外） 

５．不燃性・難燃性 （引火性液体、可燃性固体、自己発熱性－区分外） 

① 取扱経験に基づく判断   （判定の責任は荷主にあることに留意） 

１．水と反応しないことが認められている。 

２．化学物質（混合物）が水に溶解して安定な混合物になることが知られ

ている。         （１、２の場合、水反応可燃性－区分外） 

３．空気中で扱って自然発火しないことが認められている。 

                  （自然発火性液体・固体－区分外） 

（試験を省略する） 

分類できない。 

根拠（データなし） 

④ 予備的測定結果に基づく判断 

１．爆発性に関わる原子団を含む有機物で、発熱分解エネルギーが 500J/

ｇ以下、かつ発熱開始温度が 500℃未満。    （爆発物－区分外） 

２．爆発性または自己反応性に関わる原子団を含む物質で、分解熱が

300J/g より低い、または 50kg の輸送物で SADT が 75℃超。 

                      （自己反応性－区分外） 

③ 既知の分類結果等に基づく判断（判定の責任は事業主にあることに留

意） 

１．極めて類似した製品でＧＨＳ区分がある。 （検討の上、区分を使用） 

２．ＮＩＴＥの公表分類結果がある。     （検討の上、区分を使用） 

３．国連危険物輸送の区分がなされている。  （検討の上、区分に利用） 

４．消防法の区分判定がされている。     （検討の上、区分に利用） 

５．ＧＨＳ区分に利用できる自社所有の測定結果（検討の上、区分に利用） 

６．原料メーカーのＭＳＤＳ記載データ    （検討の上、区分に利用） 

危険性が排除できない場合、所定の試験を行って区分することが望ましい。 

分類できない。 

根拠（試験方法が決

まっていない。） 

⑥ ＧＨＳの扱い、試験方法が決まっていない 

１．鈍性化火薬類 － （爆発物） 

２． 液体     － （自己発熱性） 

３． ガス、固体  － （金属腐食性） 

⑤ 試験ができない、または必要ない 

１．火薬類（鈍性化火薬類を含む）、自己反応

性、有機過酸化物などの危険性が存在し、所

定の試験ができない。 

（引火性液体、可燃性固体、自己発熱性）  

２． 製品の生産量、包装単位、取扱から

考えて、「危険はない」と予想できる。 

既存情報、社内情報などから行う絞込み 
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2.3 危険有害性クラスごとの分類 

2.3.1 爆発物  

(1) 次のものが爆発物に分類される。 

(a) 爆発性物質および爆発性混合物、 

(b) 爆発性物品、ただし不注意または偶発的な発火もしくは起爆によって、飛散、火炎、発煙、発熱ま

たは大音響のいずれかによって装置の外側に対し何ら影響を及ぼさない程度の量またはそのよう

な特性の爆発性物質または混合物を含む装置を除く、および 

(c) 上記(a)および(b)以外の物質、混合物および物品であって、爆発効果または火工効果を実 

用目的として製造されたもの。 

 

(2) 次の物質または混合物は爆発物には分類されない。 

(a) 分子内に爆発性に関わる原子団がない。爆発性を示唆すると思われる原子団の例は危険物の輸送に

関する国連勧告、試験および判定基準 の付録6 の表A6.1 に示す；または 

(b) 物質が酸素を含む爆発性の性質に関連した原子団を含んでいる、および酸素収支の計算値が‐200 

より低い。酸素収支は化学反応に対して次式により算出される。 

CxHyOz + [x + (y/4) – (z/2)] O2 → x CO2 + (y/2) H2O. 

この場合には次式を用いる。 

酸素収支= –1600[2.x + (y/2) –z]/分子量 

(c) 有機物質または有機物質の均一な混合物に爆発性に関連する原子団が含まれるが、発熱分解エネル

ギーが500J/g 未満であり､かつ分解の発熱開始が500℃より低い場合。（この温度制限は、爆発性

ではないが500℃を超えるとゆっくりと分解して500J/g より大きいエネルギーを放出するような

多数の有機物質に手順が適用されないようにするものである。）発熱分解エネルギーは適切な熱量

測定法により決定することができる；または 

(d) 無機酸化性物質と有機物質との混合物では、その無機酸化性物質の濃度が； 

重量で15%未満、但し酸化性物質が区分1 または2 に分類される場合。 

重量で30%未満、但し酸化性物質が区分3 に分類される場合。 

 

(3) 混合物が既知の爆発物のいずれかを含む場合には、爆発物の判定手順を実施しなければならない. 

 

(4) 爆発物の判定基準 

このクラスに分類される物質、混合物および物品は、それぞれが有する危険性の度合により、不安定

火薬類ないしは次の六等級のいずれかに割り当てられる。 

(a) 等級 1.1：大量爆発の危険性を持つ物質、混合物および物品（大量爆発とは、ほとんど全量がほぼ

瞬時に影響が及ぶような爆発をいう）。 

(b) 等級 1.2：大量爆発の危険性はないが、飛散の危険性を有する物質、混合物および物品。 

(c) 等級 1.3：大量爆発の危険性はないが、火災の危険性を有し、かつ、弱い爆風の危険性または僅か

な飛散の危険性のいずれか、若しくはその両方を持っている物質、混合物および物品。 

  (ⅰ) その燃焼により大量の輻射熱を放出するもの、または 

  (ⅱ) 弱い爆風または飛散のいずれか若しくは両方の効果を発生しながら       
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次々に燃焼するもの。 

(d) 等級 1.4：高い危険性の認められない物質、混合物および物品、すなわち、発火または起爆した場

合にも僅かな危険性しか示さない物質、混合物および物品。その影響はほとんどが包装

内に限られ、ある程度以上の大きさと飛散距離を持つ破片の飛散は想定されないという

ものである。外部火災により包装物のほとんどすべての内容物がほぼ瞬時に爆発を起こ

さないものでなければならない。 

(e) 等級 1.5：大量爆発の危険性を有するが、非常に鈍感な物質。すなわち、大量爆発の危険性を持っ

ているが、非常に鈍感で、通常の条件では、発火・起爆の確率あるいは燃焼から爆轟に

転移する確率が極めて小さい物質および混合物。 

(f) 等級 1.6：大量爆発の危険性を有しない極めて鈍感な物品。すなわち、極めて鈍感な物質、または

混合物だけを含む物品で、偶発的な起爆または伝播の確率をほとんど無視できるような

ものである。 

 

2.3.2 可燃性/引火性ガス（化学的に不安定なガスを含む）  

(1) 可燃性/引火性ガスの判定基準 

区 分 判定基準 

区分１ 標準気圧101.3kPa で20℃において以下の性状を有するガス； 

(a) 濃度が13%（容積分率）以下の空気との混合気が可燃性/引火性であるもの、または 

(b) 爆発（燃焼）下限界に関係なく空気との混合気の爆発範囲（燃焼範囲）が12%以上

のもの。 

区分２ 区分1 以外のガスで、標準気圧101.3kPaで20℃においてガスであり、空気との混合気が爆

発範囲（燃焼範囲）を有するもの。 

(2) 化学的に不安定なガスの判定基準 

区 分 判定基準 

区分 A 標標準気圧101.3kPa で20℃において化学的に不安定である可燃性／引火性ガス 

区分 B 気圧101.3kPa 超及び／又は20℃超において化学的に不安定である可燃性／引火性ガス 

 

(3) 混合物分類の手引き 

可燃性／引火性は ISO 10156:2010 の採択する方法に従って，試験又は計算により決定する。 

    判定基準 


n

i ci

i

T

V %
 > 1  で混合物は可燃性／引火性。 

ここに、 Vi%： 相当する可燃性／引火性ガスの含量 

 Tci： 混合物が空気中ではまだ可燃性／引火性とな
らない窒素中の可燃性／引火性ガス最大濃度 

（Tci ISO 10156: 2010 Table 2 による） 

 i： 混合物の i 番目のガス 

 n： 混合物中の n 番目のガス 

 Ki： 不活性ガス対窒素に関する等価係数 

（Ki は ISO 10156: 2010 Table 1 による） 
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2.3.3 エアゾール  

(1) 可燃性/引火性エアゾールの判定基準 

次のGHS判定基準に従って可燃性/引火性に分類される成分を含むエアゾールの分類は、可燃性/引火性

とするべきである。 

GHS判定基準 ：引火性液体（2.3.6 参照） 

可燃性/引火性ガス（2.3.2 参照） 

可燃性固体（2.3.7 参照） 

区分 判定基準 

区分 1 

噴射式エアゾール 

火炎長試験（着火距離試験）：75cm 以上の距離で着火する。 

泡エアゾール 

  泡試験：(a) 火炎の高さ 20cm 以上、かつ、火炎持続時間２秒以上； 

           又は、 

     (b)火炎の高さ 4cm 以上、かつ、火炎持続時間７秒以上 

区分 2 

噴射式エアゾール 

  (a) 火炎長（着火距離）試験：75cm 以上で着火しないが、燃焼熱量   

        が 20 kJ/g 以上； 

  (b)燃焼熱量は 20kJ/g 未満だが、火炎長（着火距離）試験で 75cm 未満・

15cm 以上で着火する。 

  (c) )燃焼熱量は 20kJ/g 未満で、火炎長（着火距離）試験で 15cm でも

着火しないが、密閉空間着火試験で以下の結果が得られる。 

   (c.1)着火時間換算 300 秒/m3 以下、又は、 

   (c.2)爆発限界（燃焼限界）300g/m3 以下 

泡エアゾール 

  区分１に該当しない泡エアゾールで、泡試験の火炎の高さ 4cm 以上、 

  かつ、火炎持続時間２秒以上 

区分 3 

区分 1(極めて引火性の高いエアゾール）及び区分２(引火性の高いエアゾー

ル）の判定基準に合わないエアゾールは、区分 3（非引火性エアゾール）

とする。 

注記１）：可燃性／引火性エアゾールを、追加的に2.3.2（可燃性/引火性ガス）、2.3.5（高圧ガス）、2.3.-6(可

燃性/引火性液体）あるいは2.3.7(可燃性固体)とすることはない。 

注記２）：可燃性/引火性の分類の手順を踏まない、1%超の可燃性/引火性成分を含むまたは燃焼熱が少

なくとも20kJ/g のエアゾールは、区分1 に分類するべきである。 
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2.3.4 支燃性/酸化性ガス  

(1) 支燃性/酸化性ガスの判定基準 

区 分 判定基準 

区分１ 
一般的には酸素を供給することにより、空気以上に他の物質の燃焼を引き起こ

す、または燃焼を助けるガス 

 

(2) 混合物分類の手引き 

ISO-10156:2010 に従った計算による支燃性/酸化性ガス混合物の酸化力（oxidizing power: OP）によ

る判断： 

  

                 ≧23.5 である混合物は支燃性/酸化性。 

 

 

ここで、  Xi  混合物中i 番目の支燃性/酸化性ガスのモル分率 

Ci  混合物中i 番目の支燃性/酸化性ガス酸素等量係数 

Kk   窒素と比較した非活性ガスk の当量係数 

Bk   混合物中k 番目の非活性ガスのモル分率 

n   混合物中の支燃性/酸化性ガスの総数 

p   混合物中の非活性ガスの総数 

（Ci、KkはISO 10156:2010のTable による） 

 

 

2.3.5 高圧性ガス  

(1) 高圧ガスの判定基準 

グループ 判定基準 

圧縮ガス 
加圧して容器に充填した時に、-50℃で完全にガス状であるガス； 

臨界温度-50℃以下のすべてのガスを含む。 

液化ガス 

加圧して容器に充填した時に-50℃を超える温度において部分的に液体で

あるガス。次の２つに分けられる。 

(a) 高圧液化ガス：臨界温度が-50℃と+65℃の間にあるガス； および 

(b) 低圧液化ガス：臨界温度が+65℃を超えるガス。 

深冷液化ガス 容器に充填したガスが低温のために部分的に液体であるガス。 

溶解ガス 加圧して容器に充填したガスが液相溶媒に溶解しているガス。 

臨界温度とは、その温度を超えると圧縮の程度に関係なく純粋ガスが液化されない温度をいう。 

 

 

 

 

 

 

 



 






n

i

p

k

kki

n

i

ii

BKx

Cx

OP

1 1

1



 

9 

2.3.6 引火性液体  

(1) 引火性液体の判定基準 

区 分 判定基準 

区分１ 引火点< 23℃および初留点≦35℃ 

区分２ 引火点< 23℃および初留点>35℃ 

区分３ 引火点≧23℃および≦60℃ 

区分４ 引火点> 60℃および≦93℃ 

注記 1：引火点が 55℃から 75℃の範囲内にある軽油類、ディーゼル油および軽加熱油は、規制目的

によっては一つの特殊グループとされることがある。 

注記 2：引火点が 35℃を超え 60℃を超えない液体は、危険物の輸送に関する国連勧告、試験および

判定基準の燃焼持続試験 L.2 において否の結果が得られている場合は、規制目的（輸送など）

によっては引火性液体とされないことがある。 

注記 3：ペイント、エナメル、ラッカー、ワニス、接着剤、つや出し剤等の粘性の引火性液体は、規

制目的（輸送など）によっては一つの特殊グループとされることがある。この分類またはこ

れらの液体を非引火性とすることは、関連法規または所管官庁により決定することができる。 

注記 4：引火性/可燃性エアゾールは引火性液体と分類すべきではない、2.3.3 参照。 

 

 

2.3.7 可燃性固体  

(1) 可燃性固体の判定基準 

区分 判定基準 

区分１ 

燃焼速度試験： 

金属粉末以外の物質または混合物 

(a) 火が湿潤部分を越える、および 

(b) 燃焼時間＜45 秒、または燃焼速度＞2.2mm/秒 

金属粉末：燃焼時間 ≦ 5分 

区分２ 

燃焼速度試験： 

金属粉末以外の物質または混合物 

(a) 火が湿潤部分で少なくとも4 分間以上止まる、および 

(b) 燃焼時間＜45 秒、または燃焼速度＞2.2mm/秒 

金属粉末：燃焼時間＞ 5分 および 燃焼時間≦ 10分 

 

2.3.8 自己反応性化学品  

(1) 自己反応性化学品の判定基準 

自己反応性物質または混合物は、このクラスでの分類を検討すること。ただし下記の場合を除く。 

(a) 2.3.1 のGHS 判定基準に従い、火薬類である。 

(b) 2.3.13 または2.3.14の判定基準に基づく酸化性液体または酸化性固体､ただし､5%以上有機

可燃性物質を含有する酸化性物質の混合物は注記に規定する手順により自己反応性物質に

分類しなければならない。 

(c) 2.3.15のGHS 判定基準に従い、有機過酸化物である。 
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(d) 分解熱が300J/g より低い、または 

(e) 50kg の輸送物の自己加速分解温度（SADT）が75℃を超えるもの。 

注記：酸化性物質の分類の判定基準に適合し､かつ5%以上有機可燃性物質を含有する酸化性物

質の混合物であって､上記(a)､(c)､(d)又は(e)の基準に適合しないものは自己反応性物質

の分類手順に拠らなければならない； 

自己反応性物質タイプB からF の性状を有する混合物は､自己反応性物質に分類しなければなら

ない。 

 

自己反応性物質および混合物は、下記の原則に従って、このクラスにおける「タイプA からG」

の7 種類の区分のいずれかに分類される。 

(a) 包装された状態で爆轟しまたは急速に爆燃し得る自己反応性物質または混合物は自己反応

性物質タイプA と定義される。 

(b) 爆発性を有するが、包装された状態で、爆轟も急速な爆燃もしないが、その包装物内で熱爆

発を起こす傾向を有する自己反応性物質または混合物は自己反応性物質タイプB として定

義される。 

(c) 爆発性を有するが、包装された状態で、爆轟も急速な爆燃も熱爆発も起こすことのない自己

反応性物質または混合物は自己反応性物質タイプC として定義される。 

(d) 実験室の試験で以下のような性状の自己反応性物質または混合物は自己反応性物質タイプ

Dとして定義される。 

(i) 爆轟は部分的であり、急速に爆燃することなく、密封下の加熱で激しい反応 

を起こさない。 

(ii) 全く爆轟せず、緩やかに爆燃し、密封下の加熱で激しい反応を起こさない。  または 

(iii) 全く爆轟も爆燃もせず、密封下の加熱では中程度の反応を起こす。 

(e) 実験室の試験で、全く爆轟も爆燃もせず、かつ密封下の加熱で反応が弱いかまたは無いと判

断される自己反応性物質または混合物は、自己反応性物質タイプE として定義される。 

(f) 実験室の試験で、空気泡の存在下で全く爆轟せず、また全く爆燃もすることなくかつ、密封

下の加熱でも爆発力の試験でも、反応が弱いかまたは無いと判断される自己反応性物質また

は混合物は、自己反応性物質タイプF として定義される。 

(g) 実験室の試験で、空気泡の存在下で全く爆轟せず、また全く爆燃もすることなく、かつ、密

封下の加熱でも爆発力の試験でも反応を起こさない自己反応性物質または混合物は、自己反

応性物質タイプG として定義される。ただし、熱的に安定である（SADT が50kg の輸送

物では60℃から75℃）、および液体混合物の場合には沸点が150℃以上の希釈剤で鈍感化さ

れていることを前提とする。混合物が熱的に安定でない、または沸点が150℃未満の希釈剤

で鈍感化されている場合、その混合物は自己反応性物質タイプF として定義すること。 

注記：タイプG には危険有害性情報の伝達要素の指定はないが、別の危険性クラスに該当する

特性があるかどうか考慮する必要がある。 
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2.3.9 自然発火性液体  

(1) 自然発火性液体の判定基準 

区分 判定基準 

区分１ 
液体を不活性担体に漬けて空気に接触させると5 分以内に発火する、または液

体を空気に接触させると5 分以内にろ紙を発火させるか、ろ紙を焦がす。 

 

 

2.3.10 自然発火性固体  

(1) 自然発火性固体の判定基準 

区分 判定基準 

区分１ 固体が空気と接触すると5 分以内に発火する。 

 

 

2.3.11 自己発熱性化学品  

(1) 自己発熱性化学品の判定基準 

区分 判定基準 

区分１ 25mm 立方体サンプルを用いて140℃における試験で肯定的結果が得られる 

区分２ 

(a) 100mm 立方体のサンプルを用いて140℃で肯定的結果が得られ、および25mm 

立方体サンプルを用いて140℃で否定的結果が得られ、かつ、当該物質または混

合物が3m3より大きい容積パッケージとして包装される、または 

(b) 100mm 立方体のサンプルを用いて140℃で肯定的結果が得られ、および25mm

立方体サンプルを用いて140℃で否定的結果が得られ、100mm立方体のサンプル

を用いて120℃で肯定的結果が得られ、かつ、当該物質または混合物が450 リッ

トルより大きい容積のパッケージとして包装される、または 

(c) 100mm 立方体のサンプルを用いて140℃で肯定的結果が得られ、および25mm 

立方体サンプルを用いて140℃で否定的結果が得られ、かつ100mm 立方体のサ

ンプルを用いて100℃で肯定的結果が得られる。 
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2.3.12 水反応可燃性化学品  

(1) 水反応可燃性化学品の判定基準 

区分 判定基準 

区分１ 

大気温度で水と激しく反応し、自然発火性のガスを生じる傾向が全般的に認められ

る物質または混合物、または大気温度で水と激しく反応し、その際の可燃性/引火性

ガスの発生速度は、どの1 分間をとっても物質1kg につき10 リットル以上であるよ

うな物質または混合物。 

区分２ 
大気温度で水と急速に反応し、可燃性/引火性ガスの最大発生速度が1 時間あたり物

質1kg につき20 リットル以上であり、かつ区分1 に適合しない物質または混合物。 

区分３ 

大気温度では水と穏やかに反応し、可燃性/引火性ガスの最大発生速度が1時間あたり

物質1kg につき1 リットル以上であり、かつ区分1 や区分2に適合しない物質または

混合物。 

 

2.3.13 酸化性液体  

(1) 酸化性液体の判定基準 

区分 判定基準 

区分１ 

物質（または混合物）をセルロースとの重量比1:1 の混合物として試験した場合に自

然発火する、または物質とセルロースの重量比1:1 の混合物の平均昇圧時間が、50%

過塩素酸とセルロースの重量比1:1 の混合物より短い物質または混合物。 

区分２ 

物質（または混合物）をセルロースとの重量比1:1 の混合物として試験した場合の平

均昇圧時間が、塩素酸ナトリウム40%水溶液とセルロースの重量比1:1 の混合物の平

均昇圧時間以下である、および区分1 の判定基準が適合しない物質または混合物。 

区分３ 

物質（または混合物）をセルロースとの重量比1:1 の混合物として試験した場合の平

均昇圧時間が、硝酸65%水溶液とセルロースの重量比1:1 の混合物の平均昇圧時間以

下である、および区分1 および2 の判断判定が適合しない物質または混合物。 

 

2.3.14 酸化性固体  

(1) 酸化性固体の判定基準 

区分  判定基準 

区分１ 

サンプルとセルロースの重量比4:1または1:1の混合物として試験した場合、その平均

燃焼時間が臭素酸カリウムとセルロースの重量比3:2の混合物の平均燃焼時間より短

い物質または混合物。 

区分２ 

サンプルとセルロースの重量比4:1または1:1の混合物として試験した場合、その平均

燃焼時間が臭素酸カリウムとセルロースの重量比2:3の混合物の平均燃焼時間以下で

あり、かつ区分1の判断基準が適合しない物質または混合物。 

区分３ 

サンプルとセルロースの重量比4:1または1:1の混合物として試験した場合、その平均

燃焼時間が臭素酸カリウムとセルロースの重量比3:7の混合物の平均燃焼時間以下で

あり、かつ区分1および2の判断基準に適合しない物質または混合物。 
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2.3.15 有機過酸化物  

(1) 酸化性固体の判定基準 

いかなる有機過酸化物でも、以下を除いて、このクラスへの分類を検討すること。 

(a) 過酸化水素の含有量が1.0%以下の場合において、有機過酸化物に基づく活性酸素量が

1.0%以下のもの。 

(b) 過酸化水素の含有量が1.0%を超え7%以下である場合において、有機過酸化物に基づく

活性酸素量が0.5%以下のもの。 

注記：有機過酸化物混合物の活性酸素量(%)は以下の式で求められる。 

 

ここで    ni = 有機過酸化物i の一分子あたりの過酸基（ペルオキソ基）の数 

ci = 有機過酸化物i の濃度（重量%） 

mi = 有機過酸化物i の分子量 
 

有機過酸化物は、下記の原則に従ってこのクラスにおける七つの区分「TYPE A～TYPE G」の

いずれかに分類される。 

(a) 包装された状態で、爆轟しまたは急速に爆燃し得る有機化酸化物は、有機過酸化物タ

イプ A として定義される。 

(b) 爆発性を有するが、包装された状態で爆轟も急速な爆燃もしないが、その包装物内で

熱爆発を起こす傾向を有する有機過酸化物は、有機過酸化物タイプ B として定義され

る。 

(c) 爆発性を有するが、包装された状態で爆轟も急速な爆燃も熱爆発も起こすことのない有

機過酸化物は、有機過酸化物タイプ C として定義される。 

(d) 実験室の試験で以下のような性状の有機過酸化物は有機過酸化物タイプ Dとして定義

される。 

(ⅰ) 爆轟は部分的であり、急速に爆燃することなく、密閉下の加熱で激しい反応を起こ

さない 

(ⅱ) 全く爆轟せず、緩やかに爆燃し、密閉下の加熱で激しい反応を起こさない 

(ⅲ) 全く爆轟も爆燃もせず、密閉下の加熱で中程度の反応を起こす 

(e) 実験室の試験で、全く爆轟も爆燃もせず、かつ密閉下の加熱で反応が弱いか、または無

いと判断される有機過酸化物は、有機過酸化物タイプ E として定義される。 

(f) 実験室の試験で、空気泡の存在下で全く爆轟せず、また全く爆燃もすることなく、また、

密閉下の加熱でも、爆発力の試験でも、反応が弱いかまたは無いと判断される有機過

酸化物は、有機過酸化物タイプ F として定義される。 

(g) 実験室の試験で、空気泡の存在下で全く爆轟せず、また全く爆燃することなく、密閉

下の加熱でも、爆発力の試験でも、反応を起こさない有機過酸化物は、有機過酸化物タ

イプ G として定義される。ただし熱的に安定である（自己促進分解温度（SADT）が

50kg のパッケージでは 60℃以上）、また液体混合物の場合には沸点が 150℃以上の希釈

剤で鈍感化されていることを前提とする。有機過酸化物が熱的に安定でない、または沸

点が 150℃未満の希釈剤で鈍感化されている場合、その有機過酸化物は有機過酸化物タ

イプ F として定義される。 
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2.3.16 金属腐食性物質  

(1) 金属に対して腐食性である物質または混合物の判定基準 

区分 判定基準 

区分１ 
55℃の試験温度で、鋼片またはアルミニウム片の両方で試験されたとき、侵食度が

いずれかの金属において年間6.25mm を超える。 
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3 健康有害性 

3.1 危険有害性ごとの分類 

3.1.1 急性毒性  

(1) 急性毒性値又は急性毒性推定値（ATE）に基づく区分 

暴露経路 区分 1 区分 2 区分 3 区分 4 

経口 

(mg/kg 体重) 
ATE≦5 5＜ATE≦50 50＜ATE≦300 300＜ATE≦2000 

経皮 

(mg/kg 体重)  
ATE≦50 50＜ATE≦200 200＜ATE≦1000 1000＜ATE≦2000 

吸入・気体 

(ppmV) 
ATE≦100 100＜ATE≦500 500＜ATE≦2500 2500＜ATE≦20000 

吸入・蒸気 

(mg/ℓ) 
ATE≦0.5 0.5＜ATE≦2.0 2.0＜ATE≦10 10＜ATE≦20 

吸入・粉塵／ 

ミスト (mg/ℓ) 
ATE≦0.05 0.05＜ATE≦0.5 0.5＜ATE≦1.0 1.0＜ATE≦5 

 化学物質又は混合物の分類のための ATE は次のいずれかを用いて求める。 

(a) 利用可能な LD50 （経口又は経皮）又は LC50（吸入） 

(b) 範囲試験の結果に関連した表(2)からの適切な変換値 

(c) 分類区分に関連した表(2)からの適切な変換値 

表中の吸入試験の ATE は、4 時間試験暴露に基づく。・ 

 

(2) 実験で得た急性毒性範囲推定値（又は急性毒性区分）から各暴露経路に関する分類のための急性毒

性点推定値への変換 

 分類又は実験で得られた 

急性毒性範囲推定値 

変換値 

(Conversion Value) 

 
経口 

(mg/kg 体重) 

0＜ 区分 1 ≦5 

5＜ 区分 2 ≦50 

50＜ 区分 3 ≦300 

300＜ 区分 4 ≦2000 

0.5 

5 

100 

500 

 
経皮 

(mg/kg 体重) 

0＜ 区分 1 ≦50 

50＜ 区分 2 ≦200 

200＜ 区分 3 ≦1000 

1000＜ 区分 4 ≦2000 

5 

50 

300 

1100 

吸入・気体 

(ppmV) 

 0＜ 区分 1 ≦100 

100＜ 区分 2 ≦500 

500＜ 区分 3 ≦2500 

2500＜ 区分 4 ≦20000 

10 

100 

700 

4500 

吸入・蒸気 

(mg/ℓ) 

 0＜ 区分 1 ≦0.5 

0.5＜ 区分 2 ≦2.0 

2.0＜ 区分 3 ≦10.0 

10.0＜ 区分 4 ≦20.0 

0.05 

0.5 

3 

11 

吸入・粉塵／ミスト 

(mg/ℓ) 

  0＜ 区分 1 ≦0.05 

0.05＜ 区分 2 ≦0.5 

0.5＜ 区分 3 ≦1.0 

1.0＜ 区分 4 ≦5.0 

0.005 

0.05 

0.5 

1.5 
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(3) 混合物の各成分の ATE 及び濃度から加算式により混合物の ATE を求め分類する方法 

(a)毒性未知の成分が 10%以下である場合  (b)毒性未知の成分が 10%を超える場合 

                  

ここで、C unknown    未知の成分の濃度が 10 %以上の場合、その合計濃度 

ATEmix 混合物の ATE      

ATEi   成分 i の ATE 

Ci      成分 i の濃度      

n     成分数（i は 1～n の値） 

 

 

3.1.2 皮膚腐食性/刺激性  

(1) 皮膚腐食性/刺激性の判定基準 

(a) 皮膚腐食性の区分および細区分 

区分 腐食性細区分 
動物 3 匹中 1 匹以上における腐食性 

暴露時間（T） 観察期間（t） 

皮膚腐食性 

(区分 1) 

1A T≦3 分間 t≦1 時間 

1B 3 分間＜T≦1 時間 t≦14 日間 

1C 1 時間＜T≦4 時間 t≦14 日間 

 

 (b) 皮膚刺激性の区分 

区分 判定基準 

皮膚刺激性 

(区分 2) 

判定基準は、次のいずれかとする。 

(i)試験動物 3 匹のうち少なくとも 2 匹で、パッチ除去後 24、48 および 72 時間

における評価、又は反応が遅発性の場合には皮膚反応発生後 3 日間連続しての

評価結果で、紅はん（斑）、又はか（痂）皮もしくは浮しゅ(腫)の平均スコア値

が 2.3 以上かつ 4.0 以下である。 

(ii)少なくとも 2 匹の動物で、通常 14 日間の観察期間終了時まで炎症が残る、特

に脱毛（限定領域内）、過角化症、過形成および落せつ（屑）を考慮する。 

(iii)上述の判定基準ほどではないが、動物間にかなりの反応の差があり、動物 1

匹で化学品暴露に関してきわめて決定的な陽性作用が見られるような例もあ

る。 

 

(2) 皮膚腐食性又は刺激性として分類するための混合物の成分濃度 

(a) 加成方式が適用できる混合物の成分の濃度 

各成分の合計による分類 

混合物を分類するための成分濃度 

皮膚腐食性 皮膚刺激性 

区分 1 区分 2 

皮膚区分 1 ≧5 % ＜5 %、≧1 % 

皮膚区分 2 － ≧10 % 
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(10×皮膚区分 1)＋皮膚区分 2 － ≧10 % 

 

 (b) 加成方式が適用できない混合物の成分の濃度 

成分 濃度 混合物の分類：皮膚 

酸  pH≦2 ≧1 % 区分 1 

塩基 pH≧11.5 ≧1 % 区分 1 

その他の皮膚腐食性（区分 1）成分で加算計算

の対象にならないもの。 
≧1 % 区分 1 

その他の皮膚刺激性（区分 2）成分で加算計算
の対象にならないもの、酸又は塩基を含む。 

≧3 % 区分 2 

 

 

3.1.3 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性  

(1) 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性の判定基準 

 (a) 不可逆的な眼への影響に関する区分 

眼刺激性物質区分 1（眼に対する不可逆的影響）とは、次の状況を生じる試験物質である。 

少なくとも 1 匹の動物で角膜、こう（虹）彩若しくは結膜に対する可逆的であると予測されない作用

が認められる、通常 21 日間の観察期間中に完全には回復しない作用が認められる、又は試験動物 3 匹

中少なくとも 2 匹で試験物質滴下後 24、48 および 72 時間における評価の平均スコア計算値が、 

角膜混濁≧3 および／又は 

こう（虹）彩炎＞1.5 

で陽性反応が得られる。 

 

(b) 可逆的な眼への影響に関する区分 

眼刺激性物質区分 2A（眼に対する刺激性作用）とは、次の状況を生じる試験物質である。 

－試験動物 3 匹中少なくとも 2 匹で、試験物質滴下後 24、48 および 72 時間における評価の平均ス

コア計算値が： 

角膜混濁≧1 および／又は 

こう（虹）彩炎  ≧1 および／又は 

結膜発赤≧2 および／又は 

結膜浮しゅ（腫）≧2 

で陽性反応が得られ、かつ通常 21 日間の観察期間内で完全に回復する。 

上記の区分について、上述の作用が 7 日間の観察期間内に完全に可逆的である場合には、眼刺激性は

軽度の眼刺激性（区分 2B）であると見なす。 
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(2) 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性として分類するための混合物の成分濃度 

 (a) 加成方式が適用できる混合物の成分の濃度 

各成分の合計による分類 

混合物を分類するための成分濃度 

眼不可逆性影響 眼可逆性影響 

区分 1 区分 2 

眼又は皮膚区分 1 ≧3 % ＜3 %、≧1 % 

眼区分 2 又は 2A － ≧10 % 

(10×眼区分 1)＋眼区分 2 又は 2A － ≧10% 

眼区分 1＋皮膚区分 1 ≧3 % ＜3 %、≧1 % 

10×（皮膚区分 1＋眼区分 1）＋眼区分 2A 又は 2B － ≧10 % 

   

(b) 加成方式が適用できない混合物の成分の濃度 

成分 濃度 
混合物の分類 

眼 

酸  pH≦2 ≧1 % 区分 1 

塩基 pH≧11.5 ≧1 % 区分 1 

その他の腐食性（区分 1）成分で加算計算の対象にな

らないもの。 
≧1 % 区分 1 

その他の刺激性（区分 2）成分で加算計算の対象にな

らないもの。（酸、塩基を含む） 
≧3 % 区分 2 

 

 

3.1.4 呼吸器感作性または皮膚感作性  

(1) 呼吸器感作性または皮膚感作性の判定基準 

 (a) 呼吸器感作性物質の有害性区分および細区分 

 呼吸器感作性物質 

区分1： 

物質は呼吸器感作性物質として分類される 

(i)ヒトに対し当該物質が特異的な呼吸器過敏症を引き起こす証拠がある場合、又は 

(ii)適切な動物試験により陽性結果が得られている場合。 

細区分 

1A： 

ヒトで高頻度に症例が見られる；または動物や他の試験に基づいたヒトでの高い感作率の可

能性がある。反応の重篤性についても考慮する。 

細区分 

1B： 

ヒトで低～中頻度に症例が見られる；または動物や他の試験に基づいたヒトでの低～中の感

作率の可能性がある。反応の重篤性についても考慮する。 
 

 (b) 皮膚感作性物質の有害性区分および細区分 

 皮膚感作性物質 

区分1： 

物質は呼吸器感作性物質として分類される。 

(i)物質が相当な数のヒトに皮膚接触により過敏症を引き起こす証拠がある場合、又は 

(ii)適切な動物試験により陽性結果が得られている場合。 
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細区分1A： 
ヒトで高頻度に症例が見られるおよび/または動物での高い感作能力からヒトに重大な

感作を起こす可能性が考えられる。反応の重篤性についても考慮する。 

細区分1B： 
ヒトで低～中頻度に症例が見られるおよび/または動物での低～中の感作能力からヒト
に感作を起こす可能性が考えられる。反応の重篤性についても考慮する。 

 

(2) 呼吸器感作性物質または皮膚感作性物質として分類される混合物成分の濃度限界 

成分の分類 

混合物の分類基準となる濃度限界 

呼吸器感作性物質 皮膚感作性物質 

固体及び液体 気体 すべての物理的状態 

呼吸器感作性物質区分１ ≧ 1.0 % ≧0.2 % － 

呼吸器感作性物質細区分１A ≧ 0.1 % ≧ 0.1 % － 

呼吸器感作性物質細区分１B ≧1.0 % ≧0.2 % － 

皮膚感作性物質 － － ≧1.0 % 

皮膚感作性物質細区分１A － － ≧ 0.1 % 

皮膚感作性物質細区分１B － － ≧1.0 % 

  

 

3.1.5 生殖細胞変異原性  

(1) 生殖細胞変異原性の判定基準 

区分１：ヒト生殖細胞に経世代突然変異を誘発することが知られている物質、又は経世代突然変異を誘

発すると見なされる物質 

区分１A：ヒト生殖細胞に経世代突然変異を誘発することが知られている物質物質の区分 1A への分類

は、ヒトの疫学的調査による陽性の証拠による。 

区分１B：ヒト生殖細胞に経世代突然変異を誘発すると見なされる物質物質の区分 1B への分類は、次

のいずれかによる。 

(a)ほ乳類における in vivo 経世代生殖細胞変異原性試験による陽性結果 

(b)ほ乳類における in vivo 体細胞変異原性試験による陽性結果に加えて、当該物質が生殖細胞に突

然変異を誘発する可能性についての何らかの証拠。この裏付け証拠は、例えば、生殖細胞を用

いる in vivo 変異原性又は遺伝毒性試験より、又は、当該物質又はその代謝物が生殖細胞の遺伝

物質と相互作用する機能があることの実証により導かれる。 

(c)次世代に受継がれる証拠はないがヒト生殖細胞に変異原性を示す陽性結果；例えば、暴露され

たヒトの精子中の異数性発生頻度の増加など。 

区分２：ヒト生殖細胞に経世代突然変異を誘発する可能性がある物質物質の区分 2 への分類は、次の

いずれかによる。 

(a)ほ乳類を用いる in vivo 体細胞変異原性試験の陽性結果、又は 

(b)in vitro 変異原性試験の陽性結果により裏付けられたその他の in vivo 体細胞遺伝毒性試験の陽

性結果 

注記 ほ乳類培養細胞を用いる in vitro 変異原性試験で陽性となり、さらに既知の生殖細胞変異原性物

質と化学的構造活性相関を示す物質は、区分２変異原性物質として分類してもよい。 
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(2) 生殖細胞変異原性物質として分類される混合物成分の濃度限界 

成分の分類 

混合物の分類基準となる濃度限界 

変異原性物質区分 1 
変異原性物質区分 2 

区分 1A 区分 1B 

変異原性物質区分 1A ≧0.1 % ― ― 

変異原性物質区分 1B ― ≧0.1 % ― 

変異原性物質区分 2 ― ― ≧1.0 % 

注記 上の表の濃度限界は、気体（体積/体積単位）及び、固体と液体（重量/重量単位）にも適
用する。 

 

3.1.6 発がん性  

(1) 発がん性の判定基準 

区分 1 ヒトに対する発がん性が知られている又はおそらく発がん性がある物質の区分 1 への分類は、

疫学的データ又は動物データをもとに行う。個々の物質は、さらに次のように区別されること

もある： 

区分 1A ヒトに対する発がん性が知られている物質は、主としてヒトでの証拠により物質を区分 1A

に分類する。 

区分 1B ヒトに対しておそらく発がん性がある物質は、主として動物での証拠により物質を区分 1B

に分類する。 

証拠の強さとその他の事項も考慮した上で、ヒトでの調査により物質に対するヒトの暴露と、

がん発生の因果関係が確立された場合には、その証拠とする（ヒトに対する発がん性が知られ

ている物質）。又は、動物に対する発がん性を実証する十分な証拠がある動物試験を、その証拠

とすることもある（ヒトに対する発がん性があると考えられる物質）。さらに、試験からはヒト

における発がん性の証拠が限られており、また実験動物での発がん性の証拠も限られている場

合には、ヒトに対する発がん性があると考えられるかどうかは、ケースバイケースで科学的判

定によって決定することもある。 

 

区分 2：ヒトに対する発がん性が疑われる物質の区分 2 への分類は、物質を確実に区分 1 に分類するに

は不十分な場合に、ヒト又は動物での調査より得られた証拠をもとに行う。証拠の強さとその

他の事項も考慮した上で、ヒトでの調査で発がん性の限られた証拠、又は動物試験で発がん性

の限られた証拠を証拠とする場合もある。 

 

 

(2) 発がん性物質として分類される混合物成分の濃度限界 

成分の分類 

混合物の分類基準となる濃度限界 

発がん性物質区分 1 
発がん性物質区分 2 

区分 1A 区分 1B 

発がん性物質区分 1A ≧0.1 % － － 

発がん性物質区分 1B － ≧0.1 % － 

発がん性物質区分 2 － － ≧1.0 % 

注記 表の濃度限界は、固体と液体（重量/重量単位）及び気体（体積/体積単位）にも適用される。 
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3.1.7 生殖毒性  

(1) 生殖毒性の判定基準 

(a) 生殖毒性物質の有害性区分 

区分 1：ヒトに対して生殖毒性があることが知られている物質、又はあると考えられる物質 

この区分には、ヒトの性機能および生殖能又は発生に悪影響を及ぼすことが知られている物

質、又はできれば他の補足情報もあることが望ましいが、動物実験によってその物質がヒトの

生殖を阻害する可能性があることを強く推定できる物質が含まれる。分類のための証拠が、主

としてヒトのデータによるものか、又は動物データによるものなのかによってさらに次のよう

に分類することもできる。 

 

区分 1A：ヒトに対して生殖毒性があることが知られている物質 

この区分への物質の分類は、主にヒトにおける証拠をもとにして行う。 

 

区分 1B：ヒトに対して生殖毒性があると考えられる物質 

この区分への化学物質の分類は、主に実験動物による証拠をもとにして行う。動物実験から得

られたデータは、他の毒性作用のない状況で性機能および生殖能若しくは発生に対する悪影響

の明確な証拠があるか、又は他の毒性作用も同時に生じている場合は、その生殖に対する悪影

響が、他の毒性作用が原因となった二次的な非特異的影響ではないと判断されることが必要で

ある。ただし、ヒトに対する影響の妥当性について疑いが生じるようなメカニズムに関する情

報がある場合は、区分 2 に分類する方がより適切である。 

 

区分 2：ヒトに対する生殖毒性が疑われる物質 

この区分に分類するのは次のような物質である。 

(i)他の補足情報もあることが望ましいが、ヒト若しくは実験動物から、他の毒性作用のない状

況で性機能および生殖能又は発生に対する悪影響についてある程度の証拠が得られている

物質 

(ii)他の毒性作用も同時に生じている場合には、他の毒性作用が原因となった 2 次的な非特異

的影響ではないと見なしてよいが、当該物質を区分 1 に分類するにはまだ証拠が十分でない

ような物質 

(iii)例えば、試験に欠陥があるなど、証拠の信頼性が低いため、区分 2 とした方がより適切な

分類であると思われる場合がある物質 

 

 (b) 授乳影響の有害性区分 

授乳に対する又は授乳を介した影響 

授乳に対する又は授乳を介した影響は別の区分に振り分ける。多くの物質には、授乳によって幼児に

悪影響を及ぼす可能性についての情報がないことが認められている。ただし、女性によって吸収され、

母乳分泌に影響を与える、又は授乳中の子供の健康に懸念をもたらすに十分な量で母乳中に存在すると
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思われる物質（代謝物も含めて）は、ほ乳中の乳児に対するこの有害性に分類して示す。この分類は次

の事項をもとに判定する。 

(i)吸収、代謝、分布および排せつに関する試験で、当該物質が母乳中で毒性を持ちうる濃度で存在す

る可能性が認められた場合。 

(ii)動物を用いた一世代又は二世代試験の結果より、母乳中への移行による子への悪影響又は母乳の

質に対する悪影響の明らかな証拠が得られた場合、又は 

(iii)授乳期間中の乳児に対する有害性を示す証拠がヒトで得られた場合。 

 

(2) 生殖毒性物質として分類される混合物成分の濃度限界 

成分の分類 

混合物の分類基準となる濃度限界 

生殖毒性物質区分１ 
生殖毒性物質区分 2 

授乳に対する又は授乳を

介した影響の追加区分 区分 1A 区分 1B 

生殖毒性物質区分 1A ≧0.3 % － － － 

生殖毒性物質区分 1B － ≧0.3 % － － 

生殖毒性物質区分 2 － － ≧3.0 % － 

授乳期又は授乳を介した

影響のための追加区分 
－ － － ≧0.3 % 

注記 表のカットオフ値は、固体、液体（重量/重量単位）及び気体（体積/体積単位）にも適用される。 

 

 

 3.1.8 特定標的臓器毒性（単回暴露）  

(1) 特定標的臓器（単回暴露）の判定基準 

区分 1：ヒトに重大な毒性を示す物質、又は実験動物での試験の証拠に基づいて単回暴露によってヒ

トに重大な毒性を示す可能性があると考えられる物質 

区分 1 に物質を分類するには、次による。 

a)ヒトの症例又は疫学的研究からの信頼でき、かつ質のよい証拠がある場合 

b)実験動物における適切な試験において、一般的に低濃度の暴露ガイダンス（3.8.2 の表）

でヒトの健康に関連のある有意な、又は強い毒性作用を生じたという所見。 

 

区分 2：実験動物を用いた試験の証拠に基づき単回暴露によってヒトの健康に有害である可能性があ

ると考えられる物質 

物質を区分 2 に分類するには、実験動物での適切な試験において、一般的に中等度の暴露濃

度でヒトの健康に関連のある重大な毒性影響を生じたという所見に基づいて行う。ガイダン

ス値は 3.8.2 の表を参照。 

ヒトでの証拠も、物質を区分 2 に分類するために使用できる。 

 

区分 3：一時的な特定臓器への影響 

物質又は混合物が上記に示された区分 1又は 2に分類される基準に合致しない特定臓器への

影響がある。これらは、暴露の後、短期間だけ、ヒトの機能に悪影響を及ぼし、構造又は機

能に重大な変化を残すことなく合理的な期間において回復する影響である。この区分は、麻
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酔の作用および気道刺激性を含む。 

 

注記：これらの区分 1～3 においても、分類された物質によって一次的影響を受けた特定標的臓器

又は器官が明示されるか、又は一般的な全身毒性物質であることが明示される。毒性の主標

的臓器を決定し、その意義にそって分類する。例えば肝毒性物質、神経毒性物質のように分

類するよう努力する。そのデータを注意深く評価し、できる限り二次的影響を含めないほう

がよい。例えば、肝毒性物質は、神経又は消化器官で二次的影響を起こすことがある。 

 

(2) 特定標的臓器（単回暴露）に関するガイダンス値 

 ガイダンス値 

暴露経路 単位 区分１ 区分２ 区分３ 

経口（ラット） mg/kg 体重 C≦300 300＜C≦2000 

ガイダンス

値は、適用

しない 

経皮（ラット又はウサギ） mg/kg 体重 C≦1000 1000＜C≦2000 

吸入（ラット）気体 ppmV/4 時間 C≦2500 2500＜C≦20000  

吸入（ラット）蒸気 mg/L/4 時間 C≦10 10＜C≦20 

吸入（ラット） 

粉塵/ミスト/ヒューム 
mg/L/4 時間 C≦1.0 1.0＜C≦5.0 

 

 (a) 特定標的臓器毒性物質として分類される混合物成分の区分 1 及び 2 の濃度限界 

成分の分類 混合物の分類基準となる濃度限界 

 区分 1 区分 2 

特定標的臓器毒性物質区分 1 ≧10 % 1.0 %≦成分＜10 % 

特定標的臓器毒性物質区分 2 － ≧10 % 

 

 (b) 特定標的臓器毒性物質として分類される混合物成分の区分 3 の濃度限界 

気道刺激性又は麻酔作用によって区分 3 に該当する成分を含む場合は、それぞれの作用ごとに当該成

分の濃度を合計し、20 %以上となった場合には、当該作用に基づいて区分 3 に分類することが考え

られる。ただし、専門家による判定が可能な場合は、それを優先する。20 %以下であっても当該作用

が予想される場合は、区分 3 に分類する。 

 

3.1.9 特定標的臓器毒性（反復暴露）  

(1) 特定標的臓器（反復暴露）の判定基準 

区分 1：ヒトに重大な毒性を示した物質、又は実験動物での試験の証拠に基づいて反復暴露によってヒ

トに重大な毒性を示す可能性があると考えられる物質 

物質を区分 1 に分類するのは、次による。 

a)ヒトの症例又は疫学的研究からの信頼でき、かつ質のよい証拠、又は、 

b)実験動物での適切な試験において、一般的に低い暴露濃度で、ヒトの健康に関連のある重大

な、又は強い毒性影響を生じたという所見。ガイダンス値は 3.9.2 の表を参照。。 
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区分 2：動物実験の証拠に基づき反復暴露によってヒトの健康に有害である可能性があると考えられる

物質 

物質を区分 2 に分類するには、実験動物での適切な試験において、一般的に中等度の暴露濃

度で、ヒトの健康に関連のある重大な毒性影響を生じたという所見に基づいて行う。ガイダン

ス値は 3.9.2 の表を参照。。 

例外的なケースにおいてヒトでの証拠を、物質を区分 2 に分類するために使用できる。 

 

注記：いずれの区分においても、分類された物質によって最初に影響を受けた特定標的臓器若しくは器

官が明示されるか、又は一般的な全身毒性物質であることが明示される。毒性の主標的臓器を決

定し（例えば肝毒性物質、神経毒性物質）、その目的にそって分類するよう努力する。そのデー

タを注意深く評価し、できる限り二次的影響を含めないようにするのが望ましい。例えば、肝毒

性物質は、神経又は消化器官に二次的影響を起こすことがある。 

 

(2) 特定標的臓器（反復暴露）に関するガイダンス値 

 ガイダンス値(用量／濃度) 

暴露経路 単位 区分１ 区分２ 

経口（ラット） mg/kg 体重/日 C≦10 10＜C≦100 

経皮（ラットまたはウサギ） mg/kg 体重/日 C≦20 20＜C≦200 

吸入（ラット）気体 ppm/6 時間/日 C≦50 50＜C≦250 

吸入（ラット）蒸気 mg/L/6 時間/日 C≦0.2 0.2＜C≦1.0 

吸入（ラット）粉塵/ミスト/ヒューム mg/ L /6 時間/日 C≦0.02 0.02＜C≦0.2 

 

(3) 特定標的臓器毒性物質として分類される混合物成分の濃度限界 

成分の分類 
混合物の分類のための濃度限界 

区分 1 区分 2 

特定標的臓器毒性物質区分 1 ≧10 % 1.0 %≦成分＜10 % 

特定標的臓器毒性物質区分 2  ≧10 % 
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 3.1.10 吸引性呼吸器有害性  

(1) 吸引性呼吸器有害性の判定基準 

区分 判定基準 

区分 1：ヒトへの吸引性呼吸器有害性がある

と知られている物質、又はヒトへの吸引性

呼吸器有害性があるとみなされる化学物質 

区分 1 に分類される物質は、次による。 

(a)ヒトに関する信頼度が高く、かつ質のよい有効な証拠

に基づく（注記を参照）。 

(b)40℃で測定した動粘性率が 20.5 mm2/s 以下の炭化水

素の場合。 

 

(2) 吸引性呼吸器有害性物質として分類される混合物成分の濃度限界 

以下のいずれかに合致する物質を区分１に分類する。 

【判定基準 a】区分 1 に分類される化学物質を成分として 10 %又はそれ以上含み、かつ 40 ℃で測定 

した動粘性率が 20.5 mm2/s 以下の混合物。 

【判定基準 b】二つ以上の明瞭な相に分離する混合物を分類する場合は、いずれかの一相が、吸引性呼

吸器有害性の区分 1 に分類される化学物質を 10 %以上成分として含み、40 ℃で測定

したその相の動粘性率が 20.5 mm2/s 以下の混合物。 
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4 環境有害性 

4.1 危険有害性ごとの分類  

4.1.1 水生環境有害性  

(1) 水生環境有害性の判定基準 

(a) 水生環境－急性有害性 

区分：急性 1 

96 時間 LC50（魚類）               ≦1 mg/ℓ、  又は 

48 時間 EC50（甲殻類）               ≦1 mg/ℓ  又は 

72 又は 96 時間 ErC50（藻類又は他の水生植物）    ≦1 mg/ℓ   

区分：急性 2 

96 時間 LC50（魚類）                           ＞1 mg/ℓ  だが ≦10 mg/ℓ、 又は 

48 時間 EC50（甲殻類）                    ＞1 mg/ℓ  だが ≦10 mg/ℓ、 又は 

72 又は 96 時間 ErC50（藻類又は他の水生植物）   ＞1 mg/ℓ   だが ≦10 mg/ℓ 

区分：急性 3 

96 時間 LC50（魚類）                           ＞10 mg/ℓ だが ≦100 mg/ℓ、 又は 

48 時間 EC50（甲殻類）                   ＞10 mg/ℓ だが ≦100 mg/ℓ、 又は 

72 又は 96 時間 ErC50 (藻類又は他の水生植物)    ＞10 mg/ℓ だが ≦100 mg/ℓ 

 

(b) 水生環境－長期間有害性 

(i) 長期間有害性の十分なデータが得られる、急速分解性のない物質 

区分 慢性 1 :  

慢性 NOEC 又は ECx（魚類）          ≦0.1mg/l   又は 

慢性 NOEC 又は ECx（甲殻類）         ≦0.1mg/l   又は 

慢性 NOEC 又は ECx（藻類又は他の水生植物）  ≦0.1mg/l   

区分 慢性 2 :  

慢性 NOEC 又は ECx（魚類）                  ≦1mg/l   又は 

慢性 NOEC 又は ECx（甲殻類）                ≦1mg/l   又は 

慢性 NOEC 又は ECx（藻類ま又は他の水生植物）  ≦1mg/l    

(ii) 長期間有害性の十分なデータが得られる、急速分解性のある物質 

区分 慢性 1 :   

慢性 NOEC 又は ECx（魚類）          ≦0.01mg/l  又は 

慢性 NOEC 又は ECx（甲殻類）            ≦0.01mg/l  又は 

慢性性 NOEC 又は ECx（藻類または他の水生植物）≦0.01mg/l 

区分 慢性 2 :   

慢性 NOEC 又は ECx（魚類）          ≦0.1mg/l  又は 

慢性 NOEC 又は ECx（甲殻類に対する）     ≦0.1mg/l  又は 

慢性 NOEC 又は ECx（藻類又は他の水生植物）  ≦0.1mg/l 

区分 慢性 3 :   

慢性 NOEC 又は ECx（魚類）          ≦1mg/l  又は 
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慢性 NOEC 又は ECx（甲殻類）         ≦1mg/l  又は 

有害性有害性 NOEC 又は ECx（藻類又は他の水生植物）  ≦1mg/l 

(iii) 慢性毒性の十分なデータが得られない物質 

区分：慢性 1 

96 時間 LC50（魚類）                      ≦1 mg/ℓ、 

48 時間 EC50（甲殻類）                     ≦1 mg/ℓ、又は、 

72 若しくは 96 時間 ErC50（藻類又は他の水生植物）        ≦1 mg/ℓ であって、 

急速分解性ではないか、又は log Kow≧4 であること（実験的に求められた BCF＜500 で 

ない場合に限る）。 

区分：慢性 2 

96 時間 LC50（魚類）                ＞1 mg/ℓ≦10 mg/ℓ、 

48 時間 EC50（甲殻類）             ＞1 mg/ℓ だが ≦10 mg/ℓ、 又は、 

72 若しくは 96 時間 ErC50（藻類又は他の水生植物）＞1 mg/ℓ だが ≦10 mg/ℓ であって、急速分

解性ではないか、又は log Kow≧4 であること（実験的に求められた BCF＜500 で 

ない場合に限る）。ただし慢性毒性 NOEC＞1 mg/ℓ の場合を除く。 

区分：慢性 3 

96 時間 LC50（魚類）              ＞10 mg/ℓ だが ≦100 mg/ℓ、 

48 時間 EC50（甲殻類）            ＞10 mg/ℓ だが ≦100 mg/ℓ、 又は、 

72 若しくは 96 時間 ErC50（藻類又は他の水生植物）＞10 mg/ℓ だが ≦100 mg/ℓ であって、 

急速分解性ではないか、又は log Kow≧4 であること（実験的に求められた BCF＜500 で 

ない場合に限る）｡ただし慢性毒性 NOEC＞1 mg/ℓ の場合を除く。 

区分：慢性 4（セーフティネット分類） 

水溶性が低く水中溶解度までの濃度で急性毒性が報告されていないものであって、急速分解性ではな

く、生物蓄積性を示す log Kow≧4 であるもの。他に科学的証拠が存在して分類が必要でないことが判

明している場合は、この限りでない。そのような証拠とは、実験的に求められた BCF＜500 であるこ

と、慢性毒性 NOEC＞1 mg/ℓ であること、又は環境中において急速分解性であることの証拠などであ

る。 

 

(2) 混合物のすべての成分、または一部の成分について毒性データが入手できる場合の混合物の分類 

(a) 加算式（additivity formulas）による方法 

(i) 急性有害性に基づく場合： 

           

ここで、         Ci= 成分i の濃度（重量パーセント） 

 (E)C50i= 成分i のLC50 またはEC50（mg/l） 

ｎ= 成分数（i は1 からｎまでの値をとる） 

L(E)C50m= 混合物の中で試験データが存在している部分のL(E)C50 

この毒性計算値を用いてその混合物の部分に急性毒性区分を割り振り、その後これを加算法に適用

してもよい。 
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(ii) 長期間有害性に基づく場合: 

           

ここで、      Ci = 急速分解性のある成分を含む成分iの濃度（重量パーセント）; 

Cj = 急速分解性のない成分を含む成分jの濃度（重量パーセント）; 

NOECi = 急速分解性のある成分を含む成分iのNOEC（あるいはその他慢性毒性に関し

て公認されている手段）（mg/l）; 

NOECj = 急速分解性のない成分を含む成分jのNOEC（あるいはその他慢性毒性に関し

て公認されている手段）（mg/l）; 

ｎ = 成分数（iとjは1からｎまでの値をとる）; 

EqNOECm = 混合物のうち試験データが存在する部分の等価NOEC; 

この等価毒性計算値を用いて、急速分解性物質の判定基準（4.1.1(b)(ii)）に基づいて、その混合物の

部分に長期間有害性区分を割り振り、その後これを加算法に適用してもよい。 

 

(b) 加算法（summation method）による方法 

(i) 分類された成分の濃度の加算による混合物の急性有害性分類 

分類される成分の濃度(%)の合計 混合物の分類 

∑急性1×M                               ≧25% 急性1 

(M×10×∑急性1)+ ∑急性2                  ≧25% 急性2 

(M×100×∑急性1)+(10×∑急性2)+ ∑急性3    ≧25% 急性3 

 (ii) 分類された成分の濃度の加算による混合物の長期間有害性分類 

分類される成分の濃度(%)の合計 混合物の分類 

∑慢性1×M                               ≧25%  慢性1 

(M×10×∑慢性1)+ ∑慢性2                 ≧25% 慢性2 

(M×100×∑慢性1)+(10×∑慢性2)+ ∑慢性3   ≧25% 慢性3 

(iii) 混合物中の高毒性成分に関する毒性乗率Ｍ 

急性有害性 毒性乗率M 長期間有害性 毒性乗率M 

L(E)C50 値  NOEC 値 NRD成分 RD成分 

0.1＜L(E)C50≦1 1 0.01＜NOEC≦0.1 1 － 

0.01 ＜L(E)C50≦0.1 10 0.001＜NOEC≦0.01 10 1 

0.001＜L(E)C50≦0.01 100 0.0001＜NOEC≦0.001 100 10 

0.0001＜L(E)C50≦0.001 1000 0.00001＜NOEC≦0.0001 1000 100 

0.00001＜

L(E)C50≦0.0001 
10000 

0.000001＜ 

NOEC≦0.00001 
10000 1000 

（以降10 倍ずつ続く） （以降10 倍ずつ続く） 

    注  NED：急速分解性がない、  ND：急速分解性がある。 
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4.1.2 オゾン層への有害性  

(1) オゾン層への有害性の判定基準 

区分 基準 

区分1 

モントリオール議定書の附属書に列記された、あらゆる規制物質; またはモントリオ

ール議定書の附属書に列記された成分を、濃度≧0.1%で少なくとも一つ含むあらゆる

混合物 
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資料2.2.3 混合物分類において配慮すべきポイント 

 

1 危険有害性のある混合物の分類の推奨する手順 

1.1 混合物分類の基本ロジックでは、特定の危険有害性クラス又は密接に関連しあった危険有害性クラ

スについて記載してある。ほとんどの危険有害性クラスに関して、混合物の分類について推奨する

手順は次のとおりで ある。 

(1）混合物そのものの試験データが利用できる場合、混合物の分類は常にそのデータに基づいて行う。 

(2）混合物そのものの試験データが利用できない場合には、混合物の分類が可能かどうかについて、

それぞれの章で説明されているつなぎの原則(bridging principle)を考慮するべきである。       

さらに、健康および環境に対する危険有害性クラスに関しては、 

(3）もし(a) 混合物そのものの試験データが利用できず、(b) 利用可能な情報が不十分でつなぎの原則

が適用できなければ、既知の情報に基づいて危険有害性を推定するためにそれぞれの章に記述さ

れている承認された方法を適用して、混合物を分類する。（国連GHS文書 1.3.2.3.1 ）  

1.2 多くの場合、生殖細胞変異原性(M) 、発がん性(C)そして生殖毒性(R)の有害性クラスに 関して混合

物全体としての信頼すべきデータは期待できない。そこで混合物は、これら(CMR)の 有害性クラスに

関してそれぞれの章にある濃度限界を用いて、個々の成分に関して入手できる情報に基づいて分類さ

れる。混合物全体としてのデータが各章で記述されているように決定的である場合には、混合物の分

類はそのデータに基づいてケースバイケースで修正されてもよい。（国連GHS文書 1.3.2.3.2 ） 

 

2 物理化学的危険性 

(1) 混合物分類の基本ロジックの「2.2 物理化学的危険性の分類作業フロー」により、混合物として

分類すべき危険有害性クラスの絞り込みを行うことができる。 

一つの危険有害性クラスについて、混合物の構成成分のすべてが「区分外」である場合には、混合

物は「区分外」とすることができる。混合物の構成成分のすべてが「区分外」あるいは「非該当」

であった場合には、その混合物は「非該当」とすることができる。ただし、例外として酸化性固体

/液体と可燃性液体/固体の混合物については、「2.3.1 爆発物」の判定が必要である。 

一つの危険有害性クラスについて、混合物の構成成分に、データ不足により「分類できない」成分

を含有する場合は、混合物としての測定データがないとその危険有害性クラスの分類はできない。 

(2) 混合物としての国連危険物輸送規則による国連番号と分類が得られている場合には、GHS分類と

UNRTDG分類との関係（「事業者向け GHS分類ガイダンス」（第 2版）2-3-9）により判断が可能

な場合がある。 

(3) ガスの混合物については、混合物分類の基本ロジックの2.3.2と2.3.4に示した ISO-10156:2010 に

従った計算によって、可燃性/引火性と支燃性/酸化性の判定を行うことができるが、区分 1、2の

判断はできない。 

(4) 液体混合物については、消防法による引火点と初留点のデータがあれば引火性/可燃性液体の分類

区分を行うことができる。（但し、引火点 80℃以上については、GHSとの試験法の違いを考慮し

て推定するか、GHSの方法で再試験をする。）  
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(5) その他の物理化学的危険有害性クラスについては、混合物について GHSで定められた試験法によ

り試験を行って分類することを原則とする。 

 

3 急性毒性 

混合物の有害性を分類する目的で利用できるあらゆるデータを使用するために、ある条件が与えられて

おり、該当する段階的方法が適用される： 

(1) 混合物の「考慮すべき成分」とは、１％以上の濃度（固体、液体、粉塵、ミストおよび蒸気につい

ては重量/重量、気体については体積/体積）で存在するものである。ただし１％より低い濃度で存

在する成分が、なお急性毒性についての分類に配慮する可能性はないという 条件が必要である。

これは特に、区分１や区分２に分類される成分を含む未試験の混合物を分類する場合に配慮すべき

である。  

(2) 分類された混合物が別の混合物の成分として使用される場合は、国連GHS文書3.1.3.6.1 及び

3.1.3.6.2.3 の式(加算式)を用いて新しい混合物の分類を計算する際に、分類された混合物の実際の

あるいは 予測される急性毒性推定値(ATE)を使用してもよい。 

(3) 混合物のすべての成分に対する変換した急性毒性点推定値が同じ区分にあれば、混合物は同じ区分

とすべきである。（国連GHS文書3.1.3.3） 

 

4 皮膚腐食性/刺激性 

混合物の皮膚の刺激性/腐食性を分類する目的のため利用可能なすべてのデータを使用するために、以

下の前提が必要で、その際には、段階的な方法が適用される。  

混合物の「考慮すべき成分」とは、１％以上の濃度（固体、液体、粉塵、ミストおよび蒸気について

は重量/重量、気体については体積/体積）で存在するものである。ただし、（特に腐食性の成分の場合

に）１％より低い濃度で存在する成分が、なお皮膚腐食性あるいは刺激性についての分類に関係する

可能性はないという条件が必要である。（国連GHS文書 3.2.3.3.1） 

ある成分に関して腐食性の場合１％ 、刺激性の場合３％未満の濃度で刺激性/腐食性であることを示す

データがある場合には、その混合物はそれに従って分類されるべきである（危険有害性物質および混

合物の分類－カットオフ値/濃度限界値の活用。（国連GHS文書 3.2.3.3.6） 

 

5 眼に対する重大な損傷性/眼刺激性 

混合物の眼の刺激性/重篤な損傷性を分類する目的のため利用可能なすべてのデータを使用するために、

以下の前提が必要で、その際には、段階的な方法が適用される。混合物の「考慮すべき成分」とは、

１％以上の濃度（固体、液体、粉塵、ミストおよび蒸気については重量/重量、気体については体積/体

積）で存在するものである。ただし、（特に腐食性の成分の場合に）１％より低い濃度で存在する成

分が、なお眼刺激性/重篤な損傷性についての分類に関係する可能性はないという条件が必要である。

（国連GHS文書 3.3.3.3.1） 

ある成分について、腐食性の場合１％未満、刺激性の場合3%未満の濃度でも、腐食性ないし刺激性で

あることを示すデータがある場合は、混合物はそれに従って分類されるべきである（国連GHS文書

1.3.3.2「カットオフ値/濃度限界の使用」参照）。（国連GHS文書 3.3.3.3.6） 
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5.6 水生環境有害性 

5.6.1 物質の分類基準 

長期有害性の区分（改訂４版で追加または修正された点）（国連GHS文書 4.1.2.1） 

 ステップ１：長期有害性データが十分であれば、急速分解性（RD）に関する情報と合わせて分類する。  

ステップ２：十分な長期有害性データがない場合、急性有害性データと環境運命データ（分解性及び

生物蓄積性）で分類する。  

表4.1.1 の注記４ 

  実験的または推定のいずれからも分解性に関する有用なデータが得られない場合は、その物質に 

急速分解性がないものとみなすべきである。 （国連GHS文書 4.1.2.1） 

 

5.6.2 混合物の分類基準  

混合物の「考慮すべき成分」とは、急性区分1 または慢性区分1 と分類される成分については濃度0.1%

（w/w）以上で存在するもの、および他の成分については濃度 1%（w/w）以上で存在するものをいう。

ただし、0.1%未満の成分 でも、その混合物の水生環境有害性を分類することに関連すると予想される場

合（例えば毒性が高い成分の場合など）は、分類に配慮すべきである。 （国連GHS文書 4.1.3） 

 

5.6.3  混合物の長期間有害性に係る分類を行うに当たっては、分解性や、一部のケースでは生物蓄積性

に関する追加の情報が必要である。混合物そのものについては分解性や生物蓄積性に関するデータはな

い。混合物の分解性や生物蓄積性の試験のデータは、通常は解釈するのが難しいので用いられることが

なく、そうした試験が有意義なのは単一の物質に対してだけである。国連GHS文書 4.1.3.3.2）   

 

5.6.4長期有害性区分1、2 および3 の区分の分類（国連GHS文書4.1.3.3.4） 

 (a) 試験された混合物のECXまたはNOECが≦1mg/lを示す混合物そのものについて、長期有害性 

 （ECx またはNOEC）の十分なデータが得られる場合 

   (i) 入手した情報から混合物の関連成分すべてが急速分解性があるとの結論が認められた場合、 

     表4.1.1(b)(ii)（急速分解性がある）に従って、その混合物を慢性区分1、2または3に分類する; 

      (ii) 他のすべてのケースでは、表4.1.1(b)(i)（急速分解性がない）に従って、その混合物を慢性区 

分1、2 または3に分類する; 

  (b) 試験された混合物のECx(s)またはNOEC(s)が＞1mg/lまたは水溶解度より大きいことを示す混合  

物そのもの全体について、慢性毒性（ECXまたはNOEC）の十分なデータが得られる場合、それで

も懸念の余地がある場合を除き、長期間有害性についての分類は不要である。 

 

5.6.5 加算法と加算式の関係（国連GHS文書4.1.3.5） 

 急性有害性加算式で得られた毒性計算値を用いて、その混合物の部分に急性毒性区分を割り振り、そ

の後これを加算法に適用してもよい。 

 長期間有害性加算式で得られた等価毒性計算値を用いて、急速分解性物質の判定基準（表4.1.1(b)(ii)）

に基づいて、その混合物の部分に長期間有害性区分を割り振り、その後これを加算法に適用してもよい。 
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資料 2.3.1 改訂に適した開発環境の検討 

 

 2年に 1度改訂される国連 GHS文書や、GHS関連 JISの改定の際に柔軟に対応する

ための開発環境、方式の検討。 

 【開発環境案】 

 ・開発に使われるプログラム言語は、広く一般的に使われている。（特殊なスキルを 

必要としない） 

 ・Integrated Development Environment（以下 IDE）が整っている言語を利用する。 

 ・改訂の間隔が 2年～数年単位に渡る為、プログラム言語の下位互換もしくは、コン

バートが容易であることが保障されている。 

 ・開発環境の OSは、Microsoft Windowsとする。 

 ・開発に使用するコンポーネントは、IDEに標準搭載されているものを使用すること

が望ましい。 

  

 主な開発言語の比較 

言語 .NET(VB等) Java PHP 

IDE Microsoft Visual Studio Eclipse系 Eclipse系 

動作環境 .NET Framework等 Java VM等 Apache/IIS+PHP 

初期費用 無償※1 無償※2 無償 

対象形態 
Windows 系クライアント、 

Webクライアント 
Webクライアント Webクライアント 

 ※1 無償版には、利用できるコントロール等に制限がある。 

 ※2 一部有償版がある。 

   本ソフトウエアをスタンドアロン形式で実現する場合は、.NET 系が一番 windows

プラットフォームとの親和性が高いため、.NET系で開発するのが望ましいと考える。 

 ASP/クラウド系であれば、どの方法にも一長一短があり、現時点での結論は難しい

ため、更なる検討が必要となる。 
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 【各モジュールをコンポーネント化】 

 ・作成物によって、入出力系（データ入力、結果出力）、処理系（GHS分類、ラベル

要素作成）、基盤系（画面表示と各コンポーネントを制御）のそれぞれをコンポーネ

ントのターゲットとする。 

 （下図：それぞれの系統が独立している概略図） 

 ・コンポーネントを DLL化することで、メンテナンス性の向上が期待できる。 

   ※DLL（Dynamic Link Library:Windows で一般的なコンポーネント） 

  例）DLLのみの更新で、GHS、JIS改定の対応等。 

    手動での DLLの更新や、特定の URL上の DLLの更新情報をチェックし、 

    自動更新する機能などが考えられる。（Windows Update同等の機能） 

 

 各系統を独立したコンポーネントとした場合の概略図 

 ※基盤系が、それぞれの系統と横断的にリンクしている。 

  

 

アプリケーションプラットフォーム層 

(基盤系) 

アプリケーションロジック層 

(処理系) 

プレゼンテーション層 

(入出力系) 



1 

 

資料 2.3.2  事業者が使いやすいユーザーインターフェイスの検討 

  

事業者のツール利用を想定し、最新の技術等から最善のユーザーインターフェイスに

ついて検討を行う。 

 【利用者のスキルに依存しない方法】 

 作成にあたり、「必要な情報の入力～内容の確認～結果出力（保存）」の流れが一般的

であるため、『ウィザード形式』のユーザーインターフェイスが考えられる。しかし、

作成スキルがあがった人向けに、『単票形式』のユーザーインターフェイスも必要だ

と考えられる。そのため、今回のツールでは、両方の入力形式を選択可能とすること

が望ましい。 

 

 単票形式とウィザード形式との比較 

  単票形式 ウィザード形式 

対象スキル 中、高 全般 

入力画面数 
少ない 

・1～2画面程度 

多い 

・カテゴリ毎に細分化 

画面あたり項目数 

多い 

・PCのモニタサイズを 

 超える 

少ない 

・PCのモニタサイズを 

 超えない 

画面あたり入力時間 長い 短い 

 

 画面遷移のイメージ 

 単票形式 

  

 

 ウィザード形式 

  

 

  

入力画面 確認画面 結果出力 

入力画面
① 

・・・ 
入力画面

n 
確認画面 結果出力 
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 【マニュアル・ヘルプの有効活用】 

 マニュアルについては、ツール同梱のマニュアル（ソフトウエア上から直接マニュア

ル参照できるしくみ）を利用することが、内容の改版等の容易さ、再配布の不要など

メリットが多いと思われる。 

 『単票形式』では、画面あたりの入力項目が多くなるため、煩雑にならないように、

項目間を空けるなどの工夫が必要になる。また、ヘルプの呼び出しを各項目に設ける

か、画面に纏めて設けるかを検討する必要がある。 

 『ウィザード形式』では、画面あたりの入力項目が少なくなるため、画面に入力ガイ

ドを表示するなどの工夫が必要になる。また、ヘルプの呼び出しを画面毎に設ける必

要がある。操作マニュアルだけでなく、項目や分類の説明を入れておくことで、作業

の理解度があがると思われる。 

 

     【一括分類処理】 

 本機能は、ユーザーインターフェイスと直接関係ないかもしれないが、指定された製

品群に対して、GHS分類処理を一括して行う処理を搭載することで、GHSや JISの

改定時は、利用者にとって便利であろう。 

 



 

 

資料 2.3.3-1 混合物分類ツールからのドキュメント出力検討資料 

 

現行の混合物分類ツールの出力情報には、ラベル要素、SDSをテキスト出力する機能があ

るが、出力結果は、利用者が参照するというよりも、他の ITシステムや ITツールの入力

として利用することを前提としているように思われる。 

今回の混合物分類ツールでは、利用者が直接参照して違和感のない形式での出力を可能と

したい。 

本資料では、その方法を検討する資料である。 

１．出力内容 

・ラベル要素 

・SDS（本ツールで出力できるのは、１項、２項、３項の成分情報、及び１１項１２項

  の分類根拠。その他は空白） 

２．出力形式（案） 

 ・Excel、Word 

  ・PDF 

３．ソフトウエア構成 

  (1) Excel,Word 出力 

  a) 商用や無償ソフトを介して Excel,Word を出力する方式  

    

 

 

 

    b) Excelの VBA 等を利用する方式 

  

 

 

 

 (2) PDF 

   a) 商用ソフト、無償ソフトを利用する方式 

 

 

 

 

 

               *PS: Post Script 

混合物分類 

ツール 
商用ソフト 

無償ソフト 

Excel、Word 

混合物分類 

ツール 
Excel上 

の VBA 

Excel、Word 

混合物分類 

ツール 
商用ソフト 

無償ソフト 

 

CSV 

PS (*) 

PDF XML 



 

 

４．検討 

 ・(1)(a) Windowsの開発環境である Visual Studioには、直接 ExcelやWordに出力する

コンポーネント類はあるが、一部制限がある可能性がある。また、ライセンス上問題

がないかを確認する必要がある。また、商用ソフトでも実現可能であるが、あくまで

商用のため、利用範囲等の確認が必要となる。 

 

  ・(1)(b)この例では、混合物分類ツールから出力した CSV等を利用者の Excel上で VBA

等のプログラムを実行することにより、Excel、Wordのラベル要素、もしくは SDSを

出力するものであるが、データを取り込んでから Excel,Word に出力する際、利用者に

オペレーションを要求するので、若干煩雑になる可能性がある。 

 

  ・(2)(a)この方式は、出力の対象が PDFとなるが、何らかの商用ソフト、無償ソフトが

必要になる。いずれもライセンスの確認が必要となるほか、無償ソフトにおいてはそ

の精度も確認する必要がある。 

 ただし、SDSについては、出力される記載内容に追記が必要であり、pdfは追記のし

やすさの点から採用は難しい。 

 



 

1 

資料2.3.3-2 他のシステムとの連携に有効なデータ形式と入出力方法の検討 

 

 一般的なデータ形式を比較検討する。 

 各データ形式の比較 

  CSV PSV XML Excel PDF 

入出力対応 入力・出力 入力・出力 入力・出力 入力・出力 出力 

ﾃﾞｰﾀの区切り カンマ パイプ タグ セル - 

化学品名との

相性 
△ ○ ◎ ◎ - 

ﾃﾞｰﾀ作成ｽｷﾙ 低 低 高 低 無 

必須ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ 無し 無し 無し Excel 
Adobe 

Reader 

 ※凡例：△ 文字変換（半角カンマを全角カンマへ）が必要になる。 

     ○ 化学品名に改行を含まないことが前提。 

     ◎ 入力された化学品名に手を加える必要がない。 

 

 【データ入出力にあたり、搭載すべき機能の必要性】 

 下記の機能を考慮することで、正しくデータの入出力が可能になる。 

 ・ファイル形式の選択（Excel、テキスト等） 

 ・区切り文字の選択 

 ・出力項目の選択、並び替え 

 ・複数言語対応の場合の、言語判別用の識別子等 

 

結論としては、本混合物分類ツールは、PSV が妥当であろうと考える。 

・XML は、利用者にとって敷居が高すぎる。 

・Excel の入出力を行うには、一部制限事項が発生する可能性がある。また、ライセ

ンス等も考慮する必要がある。 

・PSV でも直接 Excel との入出力ができる。 

(2)外部入出力が必要なデータ種について 

外部入出力機能が必要となる可能性があるデータ種を以下に示す。 

入力 出力 

・製品／成分構成比データ 

・化学物質データ 

・原料／半製品データ 

・ラベル要素 

・SDS 雛型 
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資料 2.3.4 複数国対応の検討 

 

 国内の利用のみならず、海外での利用を考慮したうえで、GHS 混合物分類判定ツー

ルのシステム要件を検討することを提案する。 

  

 【利用言語選択機能と出力言語選択機能】 

 ・画面表示される言語を全てソースプログラム外で一括して管理する必要がある。 

 ・出力される言語を設定変更可能とする必要がある。 

 ・文字が表示される箇所は、表示域を柔軟に可変でき、画面デザインが大きく崩れ 

  ない、文字が隠れないように考慮する必要がある。 

 

 【各国ビルディングブロックの搭載方法】 

 ・国連 GHSに基づいた、ビルディングブロックから、各国に合わせて変更出来る 

  機能。 

 ・国連 GHSに基づいた、ビルディングブロックを複製して、カットオフや濃度 

  限界値等を変更する機能。 

 ・GHS分類の際に、予め設定されている、若しくは上記の機能にて設定された複数 

  のビルディングブロックから選択する。 

 

 【言語データ追加用の機能】 

 ・言語を外部データとして保持する場合、そのデータに新規に言語を追加する機能。 

 ・現在登録されている言語を管理する機能も合わせて必要。 

 ・複数言語を保持するためには、データベースの文字コードとして複数言語対応の 

  文字コードを採用しておく必要がある。（例：UTF-8） 

 

 【基本搭載データの決定】 

 ・言語と分類方法としてそれぞれ以下の２点の搭載が望ましいと考える。 

NO 言語 GHS分類判定論理 

1 日本語 改訂 JIS-Z7252  

2 英語 GHS標準 
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資料 2.3.5-1 利用者に有用なツール提供形態の検討 

 

 インターネットからソフトウェアをダウンロードして利用するスタンドアロン方式、

ASP、クラウド等のWEBサービス方式等、利用者にとって有用な提供形態を検討す

る。 

 【比較・検討点】 

 ・ソフトウェアプラットフォーム／利用データベースソフト等の検討。 

 ・どのようなソフトウェアの提供方法が事業者にとって利便性があるか。 

 ・ソフトウェア、データ更新提供の考慮。 

 ・ユーザビリティ 

 上記点について、スタンドアロン方式、ASP方式、クラウド方式のそれぞれの比較を

別紙（2.3.5(2) 資料 各提供形態についての比較表）に示す。 

 

 ASP方式、クラウド方式での提供については、クライアントソフトの配布を行わない

分、利用者への負担が少ないが、分類結果、ラベル等の保存、作業状態の保存のそれ

ぞれのデータを識別するために、利用者情報の登録、専用ページへのログインが必須

となり、ログイン ID，パスワード等の問い合わせの為の仕組み（運用も含む）が必

要となる。また、サービスを提供するWeb/DBサーバを個別（または、既存の機器を

利用）に用意する必要があり、構築、維持管理等の費用が毎月必要になる。また、イ

ンターネット上のサーバにアクセスする必要があるため、利用中はインターネットへ

の接続環境が必要になり、セキュリティポリシーにて接続が禁止される場合は、利用

できない事になる。 

 スタンドアロン方式での提供では、利用者の PCのスペックをある程度要求し、ソフ

トのインストール、アップデート等の作業が必要になるが、ソフトの仕様スペックを

最小限に抑える事である程度解決できる。また、ソフトはオフライン環境での使用が

可能で、ソフトの提供、運用等が安価で実現可能と思われる。 

 

上記から、今回の混合物分類ツールについてはスタンドアロン方式が望ましいと考え

る。 

 



資料2.3.5-2 各提供形態についての比較表

クライアント型 ブラウザ型
スタンドアロン方式 ASP方式 クラウド方式

利用形態

ソフトウェアプラットフォーム
／利用データベース等の検討

OS WindowsXP, Vista, 7
(64bit, 32bit)

○
InternetExplorer8, 9
Firefox, Safari

○
InternetExplorer8, 9
Firefox, Safari

○

DB 配布可能DB
・Oracle 10g Express
・SQL Server Express
・Microsoft SQL Server Compact
・Microsoft Access等

○

商用DB
・Oracle
・SQL Server等 ×

商用DB
・Oracle
・SQL Server等 ×

ライセンス 基本不要※
（配布可能な無償ライセンス）
※ツールをMicrosoft Accessで作成
の場合は、ランタイム再頒布権(有償)
が必要。

○

Web/DBサーバOSライセンス
DBライセンス

×

基本不要

△

費用（初期） ・ソフト開発費
・Microsoft Visual Studio Tools for
the Microsoft Office System購入費
※
※Microsoft Accessを利用する場合

○

・サーバ購入費
・OS、DB等ライセンス購入費
・ネットワーク敷設費
・ソフト開発費

×

・サービス利用初期費用
・ソフト開発費

△

費用（運用） ・改版対応費(ソフト)
・データ維持・更新費

○

・サーバ本体維持サポート費
・OS、DB保守サポート費
・ネットワーク保守費
・改版対応費(ソフト)
・データ維持・更新費

×

・サービス利用費用
・改版対応費(ソフト)
・データ維持・更新費 △

提供方法／利便性 入手等形態 ソフトのダウンロード
ソフトの配布(CD-ROM等)

×
サービス提供ホームページへのアクセ
ス

○
サービス提供ホームページへのアクセ
ス

○

インストール 必要 × 不要 ○ 不要 ○
動作要件 ・PCスペックが必要

　(CPU,メモリ,HDD等)
・ソフトは、64bit版と32bit版をそれぞ
れ用意する必要がある。

×

不問

○

不問

○

インターネット環境 不要
（但し、ソフト入手時には必要な場合
もある）

○
必要

×
必要

×

保存形態 ファイル・DBにて保存 ○ DBにて保存 △ DBにて保存 △
利用者管理 不要

○
必要
（ユーザ管理にて、個別にデータの保存
が必要）

×
必要
（ユーザ管理にて、個別にデータの保
存が必要）

×

ソフトウェア
／データ更新提供

提供形態 ソフト・データのダウンロード
ソフト・データの配布(CD-ROM等)

×
サーバ側での更新作業のみ

○
サーバ側での更新作業のみ

○

インストール 必要 × 不要 ○ 不要 ○
ユーザビリティ検討 画面の柔軟度 高い

○
やや低い
※ブラウザの仕様制約に依存

△
やや低い
※ブラウザの仕様制約に依存

△

比較評価 ○：9　△：0　×：5 高 ○：6　△：2　×：6 低 ○：6　△：5　×：3 中
凡例：○ 優位、△ 普通、×不利

インターネット上のホームページからダウ
ンロード、またはCD-ROM等のメディアを
介して入手可能とし、使用PCにインストー
ルを行うことで、オフライン環境でも使用
可能とする。

データセンター等に設置したサーバにWeb
アプリケーションを構築し、インターネットを
通じて、ブラウザから利用する。

Webアプリケーションサービスを利用し、
ASP方式と同様にブラウザから利用する。
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資料 2.3.6 非機能要件の検討 

 

 ツールの実用性、運用性を高めるため、性能、セキュリティ、マニュアル、保守サポ

ート等の非機能要件の検討を行う。 

 

 【性能要件として必要な項目】 

 ・スタンドアロン方式：ハードとしての性能要件は特に検討する必要はない。 

           ツール自体のレスポンスを一般的なものとする。 

 ・ASP方式、クラウド方式： この方式では、想定利用者数を定義し、サーバへの 

               負荷、ネットワークトラフィック等の性能要件を検討 

        する必要がある。 

 

 【セキュリティ要件として必要な項目】 

 ・スタンドアロン方式：配布前のウィルス混入防止の確認が必要。 

 ・ASP方式、クラウド方式：ユーザ情報の流出防止対策、不正アクセス防止対策等が 

              必要である。 

 

 【マニュアルに関する項目】 

 マニュアルは、ツールに搭載し、ツール使用時に随時確認できるようにしておくこと

が望ましい。 

 ・操作手順 

 ・言語変更方法 

 ・ビルディングブロック設定 

 ・データ修正（追加変更） 

 ・コンポーネント仕様（API搭載の場合） 

 ・問い合わせ先 

      ・サポートマニュアル（保守を想定した場合） 

 

 【想定する保守サポート】 

 ・最新データの提供 

 ・GHS、JIS改訂に伴う、修正版の提供 

 ・混合物分類ツール公開後の問い合わせ等の対応に備えた体制作り 

 

 



資料2.3.7-1 GHS分類計算機能の自動化のイメージ

混合物分類処理時の確認画面(イメージ）
 混合物分類処理を行う時点で、製品に含有している組成情報（物質情報）は、物質毎（または、GHS
分類区分毎）にGHS区分情報源の優先度を決めておく必要がある。
※例は、物質単位に優先度を設定する仕様とした場合

000001 108-88-3 トルエン 40 設定
000002 50-00-5 ホルムアルデヒド 20 設定
000003 XXXX-XX-X 物質X 20 設定
000004 YYYY-YY-Y 物質Y 20 設定

※数値＝優先度
※未設定＝優先度未設定
※データ無＝GHS分類データ無

例えば、上記のような組成で健康有害性を分類しようとした、以下のようなメッセージを表示することが
必要となる。

エラー１ 物質X（XXXX-XX-X)のGHS分類データの優先度が設定されていません。優先度を
設定してください。

エラー２ 物質Y（YYYY-YY-Y)のGHS分類が設定されていません。GHS分類を調査、設定してくだ
さい。

このようなシステムからのメッセージが製品毎に発生し、そのつど物質毎に優先度を指定したり、
データがない物質に対して分類を調査・入力することは煩雑であると考えられるため、
「ポリシー設定」（仮称）という機能を設け、振る舞いを設定することで自動化できるようにする。

ポリシー画面のイメージ

免責事項の表示

・デフォルトの物質GHS分類優先順 NITE 1
CLP 2
XXX 3
※物質情報管理にて優先度が設定されて
いる場合は、そちらが優先となります。

・GHS分類データが存在しない場合 「分類できない」として計算する

・・・・・・・・

データ無 データ無 データ無

1
2

未設定

2
1

3
データ無

未設定 データ無

物質番号 CAS番号 物質名 含有率
GHS分類データ使用優先度
NITE CLP XXX



ポリシーの設定項目(例）

<物理化学的危険性＞
・物理化学的状態からの「分類対象外」
の自動計算 YES
・UNTRG分類からの自動計算 YES データがない場合=TRUE
・引火性液体の自動計算 YES データがない場合=
・可燃性／引火性ガスの自動計算 YES データがない場合=
・支燃性／酸化性ガスの自動計算 YES データがない場合=

<健康有害性＞
急性毒性　配慮すべき成分の自動設定YES カットオフ値 = 0(デフォルト）
急性毒性　区分５の自動設定 YES 扱い=区分外
急性毒性（蒸気） mg/l,ppmの自動設定 YES 優先=mg/l (設定されないと自動計算しない）

<全般＞
未分類データの扱い YES 扱い=「分類できない」
混合物の分類許可割合の自動設定 YES 割合 100



資料2.3.7-2 GHS分類機能の構成について

一括分類

物理化学的危険性GHS分類

物理的状態からの「分類対象外」の決定

国連番号からの分類

引火性液体の分類

可燃性／引火性ガスの分類

支燃性／酸化性ガスの分類

有機過酸化物の分類

健康有害性・環境有害性GHS分類

急性毒性（経口）分類

急性毒性（経皮）分類

急性毒性（吸入・気体）分類

急性毒性（吸入・蒸気）分類

水生環境有害性（長期間有害性）

オゾン層への有害性

個別の分類機能を一括して

処理し、エラーを含めた結

果を表示する。 

個々の分類を実施し、計算結

果を表示する。必要な情報が

ない場合はその旨のメッセー

ジを出力し、必要な情報の入

力を促す 

個々の分類を実施し、計算結

果を表示する。必要な情報が

ない場合はその旨のメッセー

ジを出力し、必要な情報の入

力を促す 



項目 内容 概略

データインポート機能 物質データとデータベース名を紐づける

標準データ nite分類データ

準標準データ CLP AnnexⅥ　Table3

準標準データ TDG分類結果

その他の国内外の公開データ、自社データ等

C&L Inventory database 90,000余物質　情報は提示する

REACH登録物質（UCLID5）データ採用検討

ツールの対象 中小企業

ツールの範囲 分類までは無償ソフト、それ以外はオプションで追加

入力方式 操作はウィザード形式と単票形式の折衷案

自動計算機能

  自動化のレベルはユーザー選択可能にする

  「ユーザー責任」の免責事項表示

分類される組成の確認

 個々の物質の引用される分類データベース名称の確認

分類データの有る物質、無い物質の確認

 分類結果の確認、注意書き等の編集機能

結果  免責事項の確認

EXCEL出力を前提

使用された分類データの名称

分類データ無しの物質名称、含有量確認

分類結果の出力

分類の根拠出力機能

「専門家の判断」等の判断基準出力

他システムとの連携 他ソフトとの連携用出力（TSV)

システム提供形態 スタンドアロン

システム開発言語 .NET

DB言語 選択肢増やす検討（PostgreSQL、MySQLが候補）

GHS分類計算の自動化 提案通りで了承

SDSの部分出力 不要と決定

基本搭載言語 日本語、英語

追加搭載言語 他言語は必要に応じて提供、提供形式は検討課題、システムは対応可能に設計

システムのイメージ
日本語入力
英語ビルディングブロック使用
英語出力

訳語 国連の公用語（6言語）はそれを使用

ビルディングブロック

　各国対応はコピー＆ユーザーカスタマイズを可能にする

マニュアル重視（複数国向けマニュアル要望有り）かサポート重視か

費用を考慮しマニュアル重視に決定

説明会の実施、データ更新等周辺の安価なサービス提供

データエクスポート機能 旧ツールから新ツールへの「蓄積データ引き継ぎツール」の開発

アップデート機能 自動アップデート機能

データベース更新時期 事業者責任で更新、データインポート機能の付加

配合分解機能 可能なら搭載する

　　資料3　新ツール　概　要
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分類開始時

途中

基準外(自社責任）

シ
ス
テ
ム

複数国対応を考慮したシ
ステム

サポート機能



 

 

 

「平成２３年度環境対応技術開発等（ＧＨＳ分類マニュアル等調査）事業」 

第 1回 検討委員会（キックオフミーティング） 

 

日時：２０１１年１２月２０日（火）  １０：００～１２：００ 

場所：経済産業省 ２西３共用（経済産業省本館２階西３） 

出席者（順不同、敬称略）  

【委員長】 

  城内 博 日本大学 大学院理工学研究科 教授 

【委 員】 

 （ＧＨＳ） 

  鈴木 亨 一般社団法人 日本化学工業協会 化学品管理部 部長 

  宮坂 陽子 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター 主任  

  和田 英男 社団法人 日本塗料工業会 製品安全部 部長 

山口 忍 DIC株式会社 レスポンシブルケア部 法規制担当課長  

  野口 淳平 化学品リスクコミュニケーション研究所 所長 

  大澤 威雄 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社 業務管理グループ 法務・貿易管

理課 

 （IT） 

  高橋 和博 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター 

知久 正直 ＮＥＣソフト株式会社 第一製造業ソリューション事業部環境ソリュー

ショングループ 

  堀江 隆志 アクセンチュア株式会社 シニアプリンシパル 

  有馬 裕人 江守商事株式会社 情報システム事業部 

【ＧＨＳサポートチーム】 

佐野 弘  日本ケミカルデータベース株式会社 技術顧問 

細谷 和弘 日本ケミカルデータベース株式会社 

【ITサポートチーム】 

  坂下 実 日本ケミカルデータベース株式会社 

  水迫 清仁 日本ケミカルデータベース株式会社 

【事務局】 

経済産業省製造産業局 化学物質管理課 

   五十嵐企画官、常見係長、田崎係長 

日本ケミカルデータベース株式会社 

長谷川、又吉、五嶌 

【日本ケミカルデータベース株式会社】 

   高野 英雄 
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「平成２３年度環境対応技術開発等（ＧＨＳ分類マニュアル等調査）事業目的及び検討の

主旨」に従い議事を進行した。 

始めに事務局から「事業目的」と「前年度までの課題」について説明をした（略）。  

 

3.本事業における検討項目 

城内 事務局から問題点、検討内容等の説明をしていただいたが、2つに分けて検討して

いきたいとの事です。ただ、ここで個別の事を言っても検討は難しいと思う。色々

な意見をここで頂き、ワーキンググループに持ち帰ってまとめて頂く事が必要だと

思います。 

私の想いとしては、今までＧＨＳが世の中に出てきてから、いろいろな事業を

やって頂きました。その都度いろいろな先生方に集まっていただきやってきたわけ

ですけども、何しろ行政の方も、専門家の方もどんどん入れ替わってしまってです

ね、残っているのは私だけということで、最初どういう事でスタートしたかという

事をちょっとだけソフトの事に関して説明させて頂きたいと思います。 

ソフトを導入する、そしてＧＨＳでは情報提供する事が基本に有るのだが、それ

で化学物質管理を進めようと。ところが企業側は分類する作業があって、そこが一

番大変だと。ではどうサポートするかという事で経済産業省が分類ソフト、特に混

合物のソフトを作りましょう、というのでスタートした。 

  作るときに 行政、業界は「出来るだけ簡単に分類出来る様にしてくれ」との 

要求が出された。ところがＧＨＳでは企業側が自分の製品を責任を持って危険有

害情報を出すというが基本ですので、そこで責任を持つのは企業ですね。 

 それが、ともすれば簡単に分類する、それはデータを適当に入れれば 

分類結果が出てMSDSができるだろう、との考え方がＧＨＳが日本に入って来た

時に多かった。でもそれは後々困る事になる。つまりデータを適当に扱ってしま

うともしも裁判になれば負ける事になる。「情報がきちんと伝わらない」という事

はまずいという事になる訳です。 

 法律で危険有害性情報をきちんと伝えるという事が、ラベルの場合罰則付きで 

決まっているのは安衛法だが、情報提供については罰則規定が実施されたことは

無いという事で、情報提供をどのように捉るのか？という様ことからソフト開発 

 の時には議論された。 

  私が主張して実施してもらったのは、事業者が責任を持つのだから、データを 

インプットするのは事業者が手で行うが、データが無い時はソフトが止まる様に

してもらった。  

 分類が止まるという事はデータが無いという事で、するとデータを探すという 

 操作が必ず入る。すると事業者はそこで考えざるをえない様なソフトにしている。 

 ところが、これが分類が簡単ではなくなる為、ソフトの不評に繋がった。 



 

 

 

というのはそこで責任を考えてもらう、という意味でこういうソフトにしてもら

った。その先で、自社に合わせてソフトどう作るかを自社とかソフトを開発した

所に考えてもらいたかったが、使う側からすれば「使えないソフト」とされた。 

 「柔軟性を持たせる」事と「責任を取る」という事をどう考えるかが今後の 

 作業に大きく影響すると思うので両分科会で良く検討してもらいたい。 

 国の肝煎りで作った物が無責任な物になってしまうことになりかねないので、 

 良く検討して頂きたい。 

  良い状況としては、データベースは揃ってきました。 

NITE、EU 等、ある程度オーソライズされ、なお且つ分類根拠も有るので、そこ

の所はソフト上何ら問題無く進むと思う。もちろん後から出てくる技術的な問題

やアップデート等の問題は有るが、基本的には出来る様になってきた。 

分類データの有る化学物質は限られているので、そこでソフトは必ず止まるはず

で、自社製品等データの無い物はどう責任を持って分類するか企業には考えて頂

くという事は依然として残る。 

  ソフトがそこで止まると訳に立たない、そこで「人的なサポートをするシステム」 

 をもう一つ作れば上手く動くだろうと思っていますので、私の希望としては、 

ソフトの中でみんな完結させようと思わないで欲しい、というのが有ります。 

ソフトの中で全て完結するモノは出来ないことは無いが、無責任な物になるので

そこで考えて頂いて、出来ればもう一つサポートシステム等、いわゆる専門家等

の判断等になるがそこで解決できる余地を残した方がより良いシステムになるの

ではないかと思っている。 

ただそれは皆さん両分科会で検討して頂いて、もっと良い案が出ればそれで良い

と思っていますし、色々検討して頂いて進めてほしい。 

そういう風に進めたソフトです。 

    「3.本事業に於ける検討項目」に移る 

  3-（１）を一つ一つ検討するより皆さんで仕事を進める上で 、ここは注意して 

  ほしい、とか、ここはどうなっているのか、とか質問も含めて色々ディスカッシ 

  ョンし、ご意見を頂きたい。 

  それぞれをチェックし意見をまとめて欲しいと思うが、ご意見を頂きたい。  

山口 城内先生のおっしゃる事は企業側からも十分納得するところで、企業側が責任 

を持ってMSDSを作るという事、データも自分たちで集めるんだという事も良く

解ります。 

 今回の対象は中小企業ということと、純品では無く混合物の分解ソフトを 

 考えている、という事で宜しいかと思うんです。 

 その時に多分なんですけれど、混合物の各成分を見ていった時に、自分たちで 

 責任もって集めるといっても情報が無いものが非常に多いとか、そんな問題が 



 

 

 

 有って必ずソフトは途中で止まるんですね。止まった時に「なぜ止まったのか」 

 をソフトが説明してあげる。それが判らないとなんで止まってしまったのか、 

 何のデータを集めたら良いのか、ある程度知識を持った方が多い企業であれば 

 良いんですけれど、こと中小企業をターゲットとするにで、あればそこがポイン 

 トになる。何を集めてくれば次に進めるかを、ソフトのエラーメッセージ、 

 説明書等で良く解る形になっていれば良いのかな、と思います。 

 そういう所が多分今までなかったんではと思います。何か止まってしまった、 

 どうしよう？そんな感じで。 

 城内先生の言われた通りで、ソフトの中で全てが完結してしまうと我々企業側 

 の人間が言うのも変なのですけれども、もう大変なんですね社内の人間を教育

 していくのって。 

 結局全部してしまうと何にもしなくなってしまう、すると会社の中でみんなを 

 指導していく立場の我々が逆に苦労してしまう。 

 過去５年位経験してますけど、みなさんに勉強させながら進めるのが必要なんだ 

 な、と思います。 

 細かい話になってしまいますけれども、今回の事業の最終的な所は SDSを作る事 

を考えられているのか？ＧＨＳの分類さえ出来れば良いのか？はかなり大きな違

いだと思うんですね。 

 何が言いたいかって言うと、SDSって分類結果が出るのは 2項ですけれども、 

 途中の 9～12項位に、ＧＨＳ分類の元になった有害性データ を表現する場所が 

 有ると思うんです。 

 そことリンクさせるってとても難しいと思うんです、企業にとって。 

 分類結果のデータを持ってってもそれがちゃんと 9項なんかに反映されて 2項が 

 出てる、という事なら良いんですけれども、例えば 9から 12項の間、項目が 

間違ってたらごめんなさい、その辺に 0.1％以上の物質を、例えば安衛法の規定に

0.1％とか 1％とか有りますけど、混合物で 10種類位入っている製品で、すべてが

そういう物だった時に、全部そこに記載するんですか？ 

 MSDSが 30頁になってしまうんですよ、下手すると。誰も読まない様なMSDS 

 が出来る。 

 なのでどういう様な事まで考えて、混合物と純物質の大きな違いって多分、 

 データをどう扱って、表現して、伝えていくかにあると思うんです。 

最近はみなさん川下の方々、我々も知識が増えてきて有害性情報足りない、とい

う指摘を受ける事がよく有ります。 

 ただある程度カットしてしまう、例えば 1％以下に限るとか 5％以下をカットとか、 

本当はＧＨＳ情報全部表現すると、MSDS すごいページ数になって配りきれなく

なるのでカットする。 



 

 

 

 そういった事も有るので、どこまで記載するのかそういう事も考えてもらいたい 

内容かなと思ってます。企業側で、作る側でもいつも問題になっている。30 頁あ

げますよって考えもあるが、そんなの本当に見るんですか、現場の方が。 

 情報提供の時にどうするのかって、すいません私の聞きたかった事は SDSのそう 

 いうところまで考えながらやるのか？それとも分類をすれば良いのか？ 

 混合物の分類の所までを今回の事業の対象にするのか？どちらなんでしょうか？

 聞きたいのはその点です。  

 

城内 そのほかに有りませんか？ 

   

和田 塗料の場合はいろいろな種類があり、それを一つ一つＧＨＳ分類していかなけれ

ばならないが塗料業界では、経産省のツールはほぼ 100％の塗料メーカは使用して

いない。 

ほとんどの企業が配合を入れてボタンを押せば出てくる日塗工の簡易分類ソフト

を使用している。 

大手（塗料）メーカは独自で分類ソフトを作成しているかもしれないが、ほとん

どのメーカは日塗工のツールを使用している。 

 今回も何回も止まるようなツールでは塗料業界は使用しないのではないか。 

 データに関しては、データがなければＧＨＳでは分類できないが、それを 

データが無いからと 1回 1回止められては生産ができない。 

大手でなら毎日何百～何千という商品を生産しなければならず、1回 1回止まった

ら生産出来ない。 

配合パターンを作って作成して対応はしているとは思うが、従来と同様のツール

ではあまり役に立たない。 

ＮＩＴＥ分類データベースがあり、国がお金を出して専門家が作っているが、足

りない所は日塗工でもデータを多少追加している。 

 それ以上のデータを中小に求められても不可能。 

 末端の作業員もＧＨＳに精通しないと途中で止まってしまうと処置ができない。 

 「データが無く分類できない」も認められており、ＮＩＴＥのデータもある上で、 

 それ以上のデータが必要か疑問に感じる。 

 ツールとしてのデフォルトを決めて、デフォルトと違う部分を各企業が登録時に 

 変更するなどの対応をしないと二の舞になってしまう。 

 

城内 もともとソフトを渡してそのまますぐに使用するというものではなく、会社で 

 使用している化学物質は把握しているはずなので、あるか無いかも含めハザード 

 データを全て確認してから使用するのが本来である。 



 

 

 

ソフトが出た時にそういった説明が足りない部分もあった。最初に全ての化学物

質のハザード情報を探せば、無い物は無いで良いんですが、有るかどうかをまず

チェックしてから分類を始める、が本来ですが、そこの所が先ほど言った法整備

の所も有って徹底してなかった。いきなり使用できるものではない。ではどうす

るかという点も含めて検討していく必要がある。 

 

大澤 商社なので、輸出入という観点から申し上げます。 

 まず輸入をする場合においては、海外で分類されたものがあってそれをそのまま 

 日本に持ってきた場合に日本の法制度に則っているかの確認をしなければならな 

 い。 

現在やらなければいけない事として、ＧＨＳの分類は企業の CBI に配慮したもの

であるべきなのに、全ての化学品情報を開示してもらわないとそれが確かなもの

であるか分からないという状況である。 

 その状況を海外の製造者に説明する場合、専門家でない商社の人間が日本の法規、 

 ＧＨＳについて外国語に直して説明するのはとても困難である。 

分類ツールではどの様に使って、何ができて何ができないのかを解説した英語版、

中国語版のマニュアルがあった方が良いと思う。 

 また、MSDSという観点から申し上げるとＧＨＳの分類だけを行うということで 

 あれば危険有害性に値する物質以外は秘匿したままで良いということになる

 が、その他化審法などの法令を管理する側からすると、それだけでは足りなく 

 なってしまう。 

 ＭＳＤＳを最終的に作るには、全ての情報を開示してもらう必要があり、それは 

 交渉から秘密保持契約等で最低でも半年はかかる膨大な作業となってしまう。 

こういったことは大企業であれば対応可能かもしれないが、中小企業では対応で

きないのではないか。 

 輸出に関しては、主に中小企業が作っている混合物については消防法の分類は 

 終わっているが、ＧＨＳの物理化学的分類についてはどうか、また試験を 

 しなければいけないのか。 

 単純に消防法のデータがあればよいか、もっと言うと消防法の分類が終わって 

 いるものについては簡易的な方法でＧＨＳの物理化学的危険性を分類する事が 

ツールか何かで可能か。 

 輸出の際に再度試験が必要であると膨大な費用と時間がかかる。 

 企業の責任で行わなければいけないことは理解しているが、困難である。 

 

城内 質問があります。ＥＵに向けて輸出するものに関しては大きくＧＨＳが変わる 

 とは思えないがどう考えているか？ 



 

 

 

大澤 ＣＬＰについては単一物質については行っているが混合物については未だ行って 

 いないのが実情でして、どういった事が起きてくるのか判りません。 

 

経産省 いくつかご意見頂きましたが補足させて頂きます。 

 ソフトの目的としてですが、大企業であれば有償でソフトを導入する事も可能だ 

が、大規模なソフトを導入できない中小企業に対して国から無償でソフトを提供

できれば良いと思っている。 

 また、言語については最低限日本語と英語についてはサポートすべきと考えてい

 る。 

その他の言語、必要性、提供形式（国から/企業から、有償/無償）については今回

の場で検討していきたいと考えている。例えば、他の言語はデフォルト入ってい

る、それはただで使えます、とするのか。我々としては英語と日本語を用意して

おいて、他の言語については他のソフト会社さんから有償なりでサポートでご用

意頂いて使える様なフォーマットを我々は用意するのか。 

追加の言語は例えばパッチの様な物を当てる方法が可能であるのかを例えば今回

検討して頂く、というような事を考えている。 

  分類なのか分類表示ソフトなのかについてはまだ流動的。 

 分類のみを行っても出てきた分類をどのようにしてＭＳＤＳに記載すればよいの 

かという質問があり、ＭＳＤＳ、ラベルへの出力もできるソフトを、と考えてい

たが、今までの意見を踏まえると、ＧＨＳのみに適合したものを作成したとして

も実際には使い難いものになるおそれがある。それは国内他法令の関係もあり、

また海外に出す場合であったり。 

ＧＨＳにしても、ソフト会社さんで作られている様な化管法、毒劇法、安衛法な

ど法規も含めた総合的なソフトでないと使いづらいと言うことであれば、作成す

るソフトは従来通り分類のみで、それと組み合わせが出来る、例えばＧＨＳ分類

の部分は無償のソフトで、それ以外についてはオプションで追加することで、表

示までできるような形で組み合わせるなど議論し、来年度以降のソフトの開発に

ついての示唆を頂ければと思う。 

  また、今回ソフト会社の方もいらっしゃっているので、現状の多言語含めた 

システムの運用まで関わっていればその観点でコメントを頂ければと思う。 

 

大澤 先ほどの話に追加ですが、欧州等で大きな企業であれば混合物についても分類がさ

れたＭＳＤＳを頂いているものもある。 

 我々としては、それを日本の法規などに照らし合わせる必要から全ての成分に 

 ついて開示を要求した結果、日本国内の分類ツールで行った分類の結果と欧州で 

 行われた分類の結果を比較すると、大体欧州の分類の分類結果の方が危険有害の 



 

 

 

 度合いが低い傾向がある。 

この状態がどういう事なのかを考えてみたところ、現在の分類ツールの結果を出

すと、欧州などの同じ製品を分類した結果と同じ結果にはならず、日本の分類の

方が厳しめに出る。 

 ユーザーとしては、より安全な製品を使いたいという心情が働くので、国のツー 

 ルを使わざるを得ない中小企業がそれに従った分類が大手で独自で行ったものよ 

 り、危険有害性の区分が高いものが出てしまう。それが販売時の障害になって 

 しまうのではという懸念がある。 

 

堀江 大手企業の取り組みとして、ＳＡＰを基盤として化学物質管理のモジュールを 

 取り込んで使われている。 

 例えばその取り組みとすると、分類や法規個別にやっても最終的にＭＳＤＳと 

 なるので、トータルで対応していかなければならないので、トータルなソリュー 

 ションを求められるという視点が強まっていると思う。 

 最近はＭＳＤＳだけでなく取引の内容にまで踏み込んだ管理まで求められている 

 ユーザが多くなっており、そういった視点とは異なっていると認識している。 

 一方、多言語対応ということだと、ユーザとしては多言語対応を求める事が 

 多くなっているが、日本語、英語であれば、レビューし、責任を持ってユーザに 

 提供できるが、韓国語等その他の言語については、なかなかレビューし責任を 

 持って出すところまでは困難。実際は英語化したものを現地法人に出し、現地化 

 しているということも多い。 

 今回は、現地語対応という事でどこまで行うかの線引きが必要だと考える。 

 

経産省 今の話だと、ソフトが仮に分類のみでも、表示まで行ったとしても、言語 

 対応しても大手ですらソフトだと対応に限界があるので現地のサポートが必要で 

 あり、そう言った部分はソフト以外で対応すべき問題であるかもしれないという 

 理解で良いか。 

 

堀江 はい。今まで見てきた感じではそういった使い勝手のソフトが良いのではないか 

 と考えている。 

 また、ＭＳＤＳになるとＧＨＳだけでなく法規にも係わるため、ＭＳＤＳ全体を 

 サポートするとなると手が広がってしまう。 

 そういう意味では分類が確実にできるという事を中小企業向けとして一つの 

 ターゲットとしては良いのではないか 

 

経産省 ＭＳＤＳが出力されなくても、ＧＨＳ分類を CSV等でエクスポートする機能で他



 

 

 

のシステ ムに橋渡しができればよいという事でしょうか。 

 

堀江 はい。 

 

山口 現在、多言語化対応を強化しているが、全ての国のＧＨＳに対応するのは不可能 

 ではないかと考えており、そこまで考える必要はないのでは。 

 ＧＨＳについても、ビルディングブロックによってほとんどの国で異なるため国 

 ごとに同じデータで再作成する必要があり、作成したものを現地に確認を依頼し 

 ている。 

 翻訳ツールなどを使用しても、表現がおかしい物しかできないのではないかと 

 考えている。 

 私見ではあるが、日本向けのＭＳＤＳの英語翻訳を作成しコミュニケーション 

 ツールとしての意味合いで充分だと考えます。 

 多言語対応版を作成したとして、それを中小企業の方が使用した際に、もし 

 トラブルになった場合は大きな問題となる可能性がある。 

 その可能性を考えると多言語対応については不要ではないかと考える。 

 

城内 ＧＨＳは危険有害性を伝達するためだけのシステムなのでＭＳＤＳの項目につい 

 ては、世界統一で行くだろうという認識があります。 

 ＭＳＤＳに他のいろいろな情報を入れなければならないという話も他の審議会で 

 も出てくるが、ＭＳＤＳの本質としては、危険有害性を伝える事であり、大事に 

 して頂きたい。 

 危険有害性についてＧＨＳが世界的なベースになっていくのでそこをいかに担保 

 するかを検討すればよいかと思う。 

 多言語化については、ＧＨＳ委員会でも、危険有害性のフレーズについてはＩＣ 

 ＳＣカードのフレーズが世界的に統一になっているのでそれを基準として翻訳 

 するという議論がある。 

 日本ではいままで使ってきたフレーズを業界で統一すべく、ＧＨＳ訳文を日化協 

 に翻訳を依頼し統一して使われている 

 危険有害性情報の多言語化を考える場合にはその国でＩＣＳＣカードがＧＨＳに 

 取り込まれているかを確認しないと、おかしな分類になる可能性がある。 

 例えば感作性という概念がない言語もある。そのままは訳すことは難しいので、 

 国際的に多言語に訳されているＩＣＳＣカードが目安になるのではないか。 

 

大澤 注意喚起語という観点では、例えば、中国ではＧＢで定められているフレーズ 

 まで表示されないのはいかがなものか。 



 

 

 

佐野  先ほど委員の先生方からの意見を聞いていて気になる点について。 

ＧＨＳでは各国で決めるべきとして詳細は決まっていない。 

今問題となっている点はいくつか有って、CBIをどこまで認めるか？ 

 それから分類の根拠について、ＧＨＳのシステムからすると、不明部分がいくら 

 有っても分類の結果は出る。しかし、その場合どのぐらいの不明分がある場合は 

 必ず記載する事となっている、改訂 4版にはかなり細かく入っている。 

 それをＳＤＳに書くのか、ラベルに書くのか、両方に書くのかは各国で決める事 

 となっている。 

 その点については日本ではルールが無いので各社がそれぞれ事業者判断でしてい 

 る。 

 ＣＢＩがどこまでしか認められないかという基本線であるとか、それから不明部 

 分についてどう扱うかは、今回この委員会で結論を出すわけにはいかない。 

 現在議論が行われているＪＩＳの範囲において結論を出さないとちゃんとしたデ 

 ータ開示を求める事もできないのではないか。 

これは国への要求ですが、各省で事情があるのだけど、国としてやらなければな

らない。ラベルの最低サイズなど細かい議論にはなるが、国として決めていかな

ければならない事は日本もどこかできめなければいけないと思います。 

 

城内 そのほかには？ 

 実はね、先進国の中では多分ＧＨＳに関しては他の国から見たら日本が一番厄介 

 な国なんですよね。 

先ほど輸出の事でお話が有ったが、日本の事が判らないで困ってるとかメール等

が私の所に来ます。 

 ＧＨＳのラベルを作った時にそれをそのまま日本に輸出して良いものか？ 

 毒劇法とか化審法とか安衛法だけ守ればいいのかという事があって実は日本が 

一番厄介な国だという事があって、逆に日本で例えばＪＩＳを作って、それに合

わせてこれでいいんですよという物を作ればそれで安心するだろうと思います。 

 それは来年の４月以降、もしかしたら、少しずつ世界基準に近づいて行くのかも 

 しれないけど、そういう意味から多言語化ということについては、日本自身の 

 ことも考えないといけないということもあるのかと。 

 

城内 その他に検討しておいた方が良いという内容はありますか？ 

 

和田 前回のソフトでも配慮して頂いたのかなとも思いますけど、塗料の場合は末端の方

では単一物質同士を配合することも一部ありますが、混合物同士をまた、混合する

事がある。 



 

 

 

 というのは原色というのがありまして、黒い原色、白い原色、赤い原色それを 

 混ぜて色を作っていきます。 

 赤い原色というのは、赤い顔料と樹脂と溶剤、添加剤が入っていて、黄色、黒な 

 ど全てそうです。 

 そういうのを配合してその結果の商品がどうなのかというのを確認しないといけ 

 ない。 

 そういう配合したものはそのままじゃ分類できないので、それぞれ白い原色、 

黒い原色とかそれぞれ、樹脂は何がはいっている、顔料になにが入っているなど

一回分解して、それを集めてきて、配合分解とか展開とか言っていますが、それ

を行って樹脂は樹脂で集めてなどという機能を追加でやって頂くと塗料業界特有

なのかもしれないですけど、非常に使いやすいソフトにならないかなと。 

 単一化学物質の配合になっていないとできませんので、その前にいちいち手作業 

 でやらなくてもいいように原色とか、添加剤にも多いんですが、そういうものが 

 わかっていれば事前に打ち込んでおいて、自動的に配合分解して、また名寄せ 

 して、単一化学物質の配合に作り直して分類してもらえる機能が、分類機能の 

 前にそういう機能があれば。 

 

城内 純物質については個々のデータ残っているようになっていますよね。それをカテ 

 ゴライズするという機能はありますかね？ 

 

坂下 無いです。要は原料の概念を取り込んでいるソフトではないです。 

 

和田 前回のものには？ 

 

坂下 無かったはずです。配合分解機能は搭載していないはずです。 

 

和田 では、是非 

 

坂下 検討材料の一つとさせていただきます。 

 

城内 個々の純物質のデータはどのくらいまでなら蓄積できますか？ 

 

坂下 特に制限はありません。ハードディスクの許す限り、最大容量は意識しなくて 

 いいと思います。 

城内 他には 

 



 

 

 

経産省 よろしいでしょうか。今、仰っていただいたような例えば塗料工業会は特有の 

 こういう事情があるんだ、中小事業者はこういう、また、ＤＩＣさんのような 

 扱っている物質が多いとこういうことがあるんですというような、もしあるので 

 あれば、今日の論点の方向として、例えばそういうことが後から出てくるかも 

 しれない、使っていくうちにこういう機能があるといいというような事が出て 

 くるかもしれない。 

 そういう事をソフト側として後から追加しやすいシステムとはなにか、というよ 

 うなことについて意見があれば頂きたい。 

 多分塗料工業会さんはそのようなことがあると思うし、ＤＩＣさんで今お使い 

 ソフトでこういう機能があればいいけどないなど、御社若しくは業界特有のお話

 がもしあれば。 

 

山口 印刷インキを作っている会社という一面を見ますと塗料工業会さんと全く一緒 

 です。配合分解がないと仕事にならない。要は混合物と混合物を混ぜて混合物を 

 作っているので、純品と純品を混ぜて混合物を作っているというような考え方 

 では考えられない、その辺は塗料工業会さんと一緒です。配合分解という言葉も 

 普通に通じる言葉でして、ウチでもそういう機能を持ったシステムで、ＭＳＤＳ 

 の作成ＧＨＳの分類を行っています。 

かたや樹脂など元々化学物質を一から作るところではそんな機能は全く必要ない。 

 最初から原料を入れますが、その原料自体が変わってしまうのでそのポリマーだ 

 けの有害性がわかってれば良いと。 

 ですから新規に反応させて作るとそういう機能しか必要ないと、完全に分かれる 

 んですね。 

 両方の機能を持たせるのは非常に難しいのですが、そういう点はあります。 

 あと、もともと現場などで言われるのは「原料」と「原料」を使って製品を作る 

 のであり、「化学物質」と「化学物質」を使って作るのではないのですよ。 

 原料はなにか？という考え方に基づいてＧＨＳの分類を行うわけですが、純品 

 ならばよいのですけど、混合物であれば、混合物としてのＧＨＳ分類があり、 

それをそのまま使ってよいかという話がよくあり、それを配合分解しないとなら

ないのか？という話になる。国連文書をを確認すると製品そのものにＧＨＳ分類

があればそれを使うのが一義、それが無い場合は各組成の有害性情報で判断する 

 ようにと二段階のステップがあるはず。それをどう解釈しればよいのかという 

 話が良くある。そういうところをうまくクリアできるような考え方を含めたシス 

 テムにしてもらいたい。 

  もうひとつは少し細かい話になるのですが、複合酸化物だとか水和物だとか、 

 要はそのものでデータを持っているもの、化学物質に分解できないようなものに 



 

 

 

 ついて、金属が何種類かついて、酸素があるようなものは、法的にはそれぞれ 

 酸化アルミなど切り分けて対応しますが、ＧＨＳもそうするのか、あるいは全体 

 としてのデータも持っているので全体のデータでやるのか、どっちでやったらよ 

 いのかなど現場では困っていて、ウチの場合は化審法など法的な分解とＧＨＳの 

 分解など段階的に分けて、そういう目的に合った分け方というのが必要になって 

 いて、純粋な化学物質とは何かという議論に最終的にはなってしまうので、ウチ 

 の場合ではある程度で切ってしまいますが、そういったところを、こういった 

 場合はこうしてくださいなどの、Ｑ＆Ａのような、迷った時にパッとひけるよう 

 なものを充実してあげるといいのかな。と。分類の方法のシステムにプラスして 

 必要かなと。 

 

城内 今おっしゃられた各論のようなことは日塗工さんでやられたような業界で共通の 

 ところでマニュアルを作られた方が、商社さんもそうですが、業界で詰まる所は 

 ほとんど一緒だと思うので、それを始めから入れようとするとソフトを作れない 

 ので、基本のソフトを作ったうえで、業界で運用する時にどうするかというのを 

 逆に作って頂いた方が、汎用性があり使えるという印象があります。 

 そういう議論がＧＨＳ小委員会でも出てきますが、やっぱりＧＨＳは基本の所

 を抑えるが業界特有のところは業界で考えてもらうのがいいのではないかと。 

 それから、物理化学的危険性についてはソフト上、健康有害性を考えるときと 

 フォローが変わってくると思います。というのはオレンジブックのデータを使う 

 ですとか、ＥＵのデータを使ってしまうとか、必ずしも試験ができないとか、 

 こういう原子団がなければ考えなくてもよいなどいろいろあるかと思いますが、 

 その辺について野口さん、ソフト上ご意見はないでしょうか。 

 

野口 物理化学的危険性についてソフトでてきるのはまず気体だけだと考えていいと 

 思います。液体だと測定データが必要だし、固体だと個々の製品について試験を 

 しなきゃ判断できないということになると思いますので、そういうデータを取り 

 込んでどう処理するかというところです。 

 

城内 逆にいうと物理化学的危険性ではソフト上、悩む点と悩まなくていい点がかなり 

 クリアですよね。その点はワーキンググループの中で情報を頂いて仕分けして 

 頂く必要があるかと思います。 

 

野口 データがないとできない。 

 

城内 やらなくてもいい点がハッキリしていると。 



 

 

 

野口 それからもうひとつ、ＳＤＳまで作るのかという話がありましたが、原則分類 

 だけで良いのではないかと思います。その分類がですね、区分１、２、３で済む 

 のかというと、区分外であったら全く危険が無いという話ではない。 

 その区分に入らないということではないと。そこまで入れた分類システムに 

 しなければいけないかなと。 

 こういう危険性があるけども区分するまでではないというようなところまで出せ 

 るようにした方が。 

 

城内 それは特に危険物輸送の方とＧＨＳつまりＴＤＧとＧＨＳの境目をどう考えるか 

 という事でよく議論になるのですが、それはラベル上はでないが、危ないからＭ 

 ＳＤＳには書きましょうという解決方法が結構小委員会の方でもあって、それは 

 必要かもしれません。粉じん爆発などもそういう流れになっています。 

 

山口 区分外と分類対象外と分類できないの三種類がわからないという話になるかと思 

 います。分類したときに結果として出てきたものにＥＵでは二つ混ぜてしまって 

 変な分類結果を出してしまっている。 

 その過去に作った分類ツールは三つが分けられていなかったという事で今後は 

 三つ分けてという。 

 

城内 それも含まれていますが、今おっしゃられたのはＧＨＳでも問題になっていて 

 それはもっとクリアにしていきましょうと。そういう事でなくて分類から外れた 

 けど必ずしもハザードが無いわけでは無いという事を知らせつ必要があるという 

 のが一つあって。 

 

山口 区分の外、もっと安全だという域の話ですよね、今の三つのうちのひとつです 

 よね？ 

 

城内 そうです。それでＧＨＳ上は、情報はなくても良いのですが、それで良いのか 

 という話です。 

 

坂下 平たくいうと、「危ない区分外」と「安全な区分外」という事ですよね。 

 区分外だからと言って安全ではないと。平たく言うとそういうイメージの方が 

 伝わりやすいかなと。 

 

山口 物化性の場合は危ない区分外と、区分外だからとって安全ではない。 

 



 

 

 

城内 それをどこまでピックアップするかという、ピックアップする必要があるかない 

 かの判断というのも簡単ではない。業界によって違ってくるので難しい。 

 

経産省 例えば業界によって違う部分をあとからソフトでオプションで入れるというのは、 

 あらかじめ設計上考えておけば可能な事でしょうか。 

 

坂下 可能です。部品を組み込む方法を公開しておいて、それに従って作ってくれれば 

 組み込めるというような事を想定しておけば大丈夫です。 

 

経産省 例えばＪＣＤＢが作ってアクセンチュアさんがモジュールをつくって組み込むと 

 いうのも可能ですか？ 

 

坂下 アドオンモジュールとかそういうイメージで組み込むこと前提として設計すれば 

 大丈夫です。 

 

城内 どこが課題になるのかピックアップするのが簡単ではないので。 

 

坂下 受けたものをＩＴ側の解決策は比較的容易にできる。 

 

城内 その前に決めることが難しい。 

 

坂下 そうですね。 

 

城内 そういう問題があれば、ＧＨＳの方で検討している事がいくつかあるので、 

 入れておくことは可能かと。 

 

経産省 もうひとつよろしいでしょうか。 

 初めに城内委員長からコメントがあったように、あんまり簡単しすぎると 

 責任感がなさすぎる、かといってターゲットが中小企業なので難しくしすぎると 

使わず、業界の方がより便利なものを用意すると、例えばシステム的に解消して

いる部分、今導入運用されているソフトでＧＨＳの考え方自体は同じだと思うが、

何度も操作する事を想定した設計にはしていないのではないか。 

 一方責任は事業者にあるという明示のさせ方は、今のソフトは選ぶ部分は 

 選んでくださいという形でボタンを押すような方針で対応していると思うの 

 ですがそれ以外の方針を取られたりされていますか？ 

 



 

 

 

坂下 基本的に企業向けのソフトですので、仕様を提示し、お客様が納得頂ければその 

 まま使用して頂きますし、納得頂けない場合はカスタマイズで対応するという 

 方式でやっています。 

 

堀江 私たちもＪＣＤＢのＧＨＳロジストをベースとして取り込んでソリューションの 

 一部として提供していますが、実際に使って頂くツールはあまり自動判定の途中 

 で止まって、入力を促してという仕様にはなっていなくて基本的には最終的な 

 アウトプットの説明がちゃんとしているという仕組みになっている。なんで区分 

 ２なのかというとこういう計算の過程を経て出ているという事が最終的にわかる 

 ようになっている。 

 そう言った部分で担保されていると考えている。アウトプットがこうじゃないは 

 ずだと思えば、根拠と照らして、入力が足りないからこういうアウトプットに 

 なっているという判断をして頂くというのを前提としたつくりになっている。 

 だから、鵜呑みにしてはいけない、アウトプットは出るんですが、ちゃんと確認 

 しましょうという形になっています。 

 

佐野 それからもうひとつ前に、このデータで計算しますという確認しますよね。 

 データベースから出たものから意図的に混合物の計算をして出てしまうのでは 

 なくて、こういうデータで計算していいかという確認があると思います。 

 

堀江 そうですね。 

 

城内 でも難しいですよね。 

 

経産省 そういう、最終的に出力する人の責任ですよというのはＧＨＳだけでなくて 

例えば税務会計などのソフトでも同じかと思います。、ＮＥＣソフトさん江守商事

さんで他の業界のソフトに関する入力に関する責任の持たせ方の事例をお持ちで

あればご教示頂きたい。 

 

知久 発行する側が責任を持つという大前提なので、企業的にはデータがないのでできま

せんというのは難しいです。なくてもある程度はできたうえで、結果を検証すると

いう持っていき方が多いです。 

 基礎データが無いものに関してはできませんので、入手して頂く、ただある程度 

 企業体力が無いと準備ができませんので、そのあたりは今回のツールかな、と。 

 

有馬 分類は当然計算します。そのあと先ほどおっしゃられた様に根拠が、何故



 

 

 

 こういう分類になったのかというものが必ず混合物でも組成はこういうもので 

 何％入っていてそれを元に計算してというのが必ず出る。 

 各分類ごとに出るようにして、そしてそれをシステムで計算したから割り切る 

 というのではなくて承認というのを外に出しまして、専門家の方が承認すると 

 いうのを前提で作っていまして、そのためにシステムを直接見るのではなくて、 

 根拠を見るのが重要でありまして、根拠をボタン一つでＥｘｃｅｌに全部出せる 

 という機能を搭載しているシステムです。 

 

経産省 そういう意味では、責任を持って分類するというところはシステムの外に出す 

 というソリューションを取っているというのが多いのかなと。あるいはそれが 

 一つのソリューションなのかなと。 

 

有馬 何を持ってソリューションとするかというのが難しいところですが、そこは外に 

 だしてというのはあります。 

 

経産省 例えばユーザの方から見て、そういった方式について、それは妥当であるとか、 

 こういった方法もある、中小企業には厳しいなど、そういったご意見があれば。 

 例えば輸出入の観点からですとか。 

 

大澤 議論のきっかけにはなるかと思う。例えば輸出をして問い合わせが来た場合、 

それはどの様な根拠に基づいて分類された結果なの、という事が今の話ですと民

間のソフトですと表示がされるという事なので、こういう結果に基づいて計算し

た結果ですということで、議論のきっかけにはなると思う。いや、それはおかし

いという返事が来るのか、それなら納得ですという返事がくるのか。 

 ただ、正直に言いますとそれをただ単に輸出入だけをやっている人間が、

 そこまでの内容を数式ですとか計算項目などについて中身を理解して相手側に 

 きちんと伝えることができるかということについては、疑問を感じますけども。 

 

経産省 それについて、城内先生いかがでしょうか。 

 

城内 これはですね、これから問題になるのはソフトそのものというかデータベース 

 ですよね。ＮＩＴＥのＨＰで掲載されている、日本が分類しなおしましたという 

 もので、日本ではそのまま使えると思うのですが、更にもっと大きなデータ

 ベースであるＥＵの分類結果とか、ＴＤＧの分類結果ですとかをそのままたぶん 

 使用する事になると思うんですが、根拠がないものがいっぱいあるんですよ。 

 根拠はないけどこういう分類にしましたという時に、これはＥＵのmandatory 



 

 

 

 の時から使っているものだからいいかどうか、それを元に計算はできないとか、 

 いろんな問題が出てくると思うんですけど、それを国内である程度使ってもいい 

 ことにするかということを議論しておかないと、先にたぶん進めないですよね。

 ソフトがでてきたけど、じゃあデータベースはどうする、自社で用意して 

 くださいと言われてもできませんから、その辺を皆さんでご意見伺いながら 

考えていかないとダメだと思うんですが、いかがですかね。実際にＥＵに輸出す

る時にお使いになってるんじゃないかと思いますがどうですか。 

    あの、ＧＨＳ上は自主的に分類するためにマニュアルを作ったって書いて 

 あるんですけど、じゃあその自主的に分類ができるようにっていうのは誰を 

 指しているのかっていうと、国だったり企業だったりが実は今、含まれて 

 いる訳ですよね。 

 本来は企業が責任を持って分類するって事でワーキンググループの中で議論して 

 きたんだけども、実際にＥＵみたいに分類結果をmandatoryにして使いなさいっ 

 て話になるとそうでは無くなってしまう。 

 現実的にそうではなくなっている訳です。だけど、ＧＨＳでは分類根拠を表示 

 しなさいってことになっているけど、ＥＵでは示していないものもあるという 

 ようにちょっとグシャグシャになりつつあるんですが、それでまあ、先の事を 

 いいますとＧＨＳの委員会では、国際的に統一されたリストを作りましょうって 

 いうことになってきていて、それはまず根拠がハッキリしている事ですとか、 

 みんなで透明性をもって議論できるようにしましょうとかそういうことで来て 

 ますので、もしかしたら日本で出したような形のもが受け入れられる可能性は 

 あるんですが、その時にＥＵは全部ひっくりかえしてくれるかというと、それは 

 また別の問題としてあるもので、そういう状況をみたときに、日本でデータ 

 ベースとして使えるものとしてなにを選ぶかというのが結構、判断がですね、 

 業界として選択していってもらわなければいけないというところででしてね。 

 いかがでしょうか、データベースについてということでご意見等、実際に 

 こうやっているよ。ですとか。 

 

山口 ウチの会社はデータベースを民間の企業からたくさん買ってですね、全部で何万物

質かわかりませんけど、約１０万種類の化学物質のデータを購入して入れてます。 

 やはり根拠のないものは外したいので、判断がおかしいなとなったものは根拠を 

 見ます。１０万件全てはさらえませんので。その時に問い合わせができて、 

 その根拠がどこから来たのかがわかるデータしか購入しないようにしています。 

 要は自社の判断でそのデータを使うか使わないかを検討していますので、

 それぞれ考えるべきだと思います。 

 が、自社はこうなんですが、中小企業さんを考えたときに、そんなことが



 

 

 

 できるのかと考えるとですね、データって高いんですよ、とてもじゃないけど 

 買えないと思います。というのが一つ。 

 それからＮＩＴEさんで入っているデータ、二千いくつかのデータ、ハッキリ 

 言って混合物のＧＨＳできません。今回やろうとしていることをやるための 

 データとしてはあまりにも貧弱。 

 それくらい混合物の世界っていろんなものが入ってるんですよ、そうすると他の 

 データ必要なんですよね。少しでもデータ多い方が良いんですよ。 

中小企業さん多分どうするかというと、他のデータ調べないでＮＩＴＥさんのデ

ータだけ使って、それだけを使って分類して作って終わりということになりかね

ないので、もうちょっと例えばＣＬＰで出ているデータをですね、根拠が仮に無

くても、ＣＬＰで使われているという事だけを根拠として、中小企業さん向けな

のであるならば利用すべきだと思います。それを大企業が使うか使わないかは大

企業が判断すれば良いのであって、やっぱりある程度データがないと分類そのも

のが難しいと思いますので、少しでも多く、２２００物質という話がありました

が、８、９０００物質、できれば数万欲しいとは思いますけども。 

 

城内 ＥＵで７０００物質位、ＴＤＧで３０００物質位。 

 

山口 それは是非とも入れたほうが良いと思います。入れれば中小企業さんも、結構これ

出るんだ、という事でお使いになるんではないかと。 

 

城内 さっき１０万とおっしゃられましたけど、１０万揃えられたのでしょうか？ 

 

山口 購入したということですか？はい。 

 

経産省 それはＤＩＣさんですと扱っている物質の数が非常に多いので、１０万種位の 

 データが必要だと思いますが、中小企業であれば、調合なり 

調剤されているところは規模によらず、今の２２００物質では全然足りないとい

う事でしょうか。 

 

山口 調合のところで単純に考えても足りないと思いますし、新規の化学物質を作って 

 いるところは、その会社オリジナルのものですから、自分たちで取らなければ 

 いけないというところは有るんで、そういうところはまあ、いいんですけども、 

日塗工さんや我々インキですと、色の種類の大元の原料だけでも平気で１０００

物質とか出てきてしまうので、それに樹脂が何種類とかあって、そういうのって 

 有名な化学物質が多くて、あまり中小企業さんが取り扱う化学物質っていうのは 



 

 

 

 あまりデータがないと思っていたほうが良くて、大手さんで大量に扱われている 

 ものはあると、そうなると２２００物質ではやはり足りないかなと。 

 多分スコープが違ってしまうんでは。 

 

経産省 本事業では、いわゆる分類ツールの開発と、来年度分類に必要なデータベース、 

 インベントリの整理というところも、リソースの関連もありましてどこまで 

出来るかというところもあるんですけど、たとえば欧州ＣＬＰ規則で公開されて

いくインベントリをソフトと連動して事業者様の判断で取り込めるものは取り込

めるインベントリの整備もできれば実施したいというように考えている。今の所

は、少なくとも国の分類結果はある種デフォルト的なデータとして、この分類ツ

ールの中で使えるようにするというのは最低ラインで考えています、例えば欧州

ＣＬＰ規則で公開されるデータとか各社さんでこういったものならば使えるとい

ったご意見を頂きまして、予算との兼ね合いもありますけども、インベントリの

整備という所も考えて行きたいと思っておりますので、その辺の情報、こんなの

があるよ、というような情報提供して頂ければ、我々も考えて行きたいと考えお

ります。 

 

経産省 二点よろしいでしょうか。 

一点目ですが、先ほどおっしゃられたような業界特有の物質の分類データ、根拠

データ付きのものですが、そういうものを例えば日塗工さんで購入されて会員企

業様でお使いになるというようなことはで出来るんでしょうか？業界で買ったも

のは業界で、個別企業に使って頂くのは難しいでしょうか。 

 

和田 塗料業界は、ＮＩＴＥさんのデータを基本にして、あと塗料特有のデータが 

 あってですね、あれだけじゃ足らないので、せいぜい１００とか２００とか 

 プラスアルファしてデータを集めて、データベースを購入するんじゃなくて、 

 自分たちで調査できる範囲で搭載して、それをみんな個別に追加していくという 

 ような事ですので、工業会の会員企業さんなんかにはそれを無償で提供している 

 というところですね。 

 

経産省 国の分類結果は入れておきます、ただ国の分類結果も差替えもあれば追

加もあります。ただ現状のソフトウェアはアップデート出来る仕様にはなってい

ませんので、そういう更新のし易さというのはせっかく改訂するので検討して頂

ければ、ありがたい。 

一つは日本の国の分類結果というのもありますし、もう一つは欧州ＣＬＰ規則で

公開されるような海外の分類データが上手く取り込めるような方法が検討出来る



 

 

 

かどうか、さらには産業界の皆様がデータを集めてきて、ウチの業界は必要なの

でコレも追加したいんですといったとき、データベースにインポートできないの

では使えないというところも有ると思いますので、例えば、この形式にまとめて

くれればこのソフトに入れられるんですよというのが、予め決まっていれば集め

てくる時にそういう集め方をして頂く手もあるかと思いますので、インポートの

方式についてもご検討頂けるとありがたいです。 

 

城内 段々と時間も迫ってきましたので、次に進みたいと思いますが、 

 よろしいでしょうか。 

 

城内 では、今後どのように作業していくかというところに行きたいのですが、

 どういった形で報告書を作っていくかというところに行きたいのですが。 

 資料の４のところで、報告書目次案というのがありますけど、これについて、 

 ワーキンググループといいますか、ＧＨＳ、ＩＴ側で別れていますが、ＧＨＳ側 

 佐野さん、ＩＴ側坂下さんから少し説明をお願い致します。 

 

佐野 先にＧＨＳ分科会の検討課題を説明します。 

 資料 4のブルーで印刷された部分がＧＨＳ分科会の検討課題です。 

ただ先にこれまでの議論で色々問題点を指摘して頂いていますので、今回の議論

も踏まえて資料を作成していきたいと思います。 

まず最初に問題が有るのが 2.2 ＧＨＳ関連課題の検討 の中の 2.2.1 分類の基礎

となる基準の検討ですが、現在ＧＨＳ国連文書は改訂 4版ですが、現在の分類 JIS

は 2版で 2009年出されたわけです。 

 今回検討されている分類 JISは改訂 4版をベースにして来年度出てきます。 

 それでこれから作るシステムは原則改訂 4版及び現在検討中の分類 JIS Z7252 

 の最新版による、という事で分類システムを考えていきたい。改訂 2版から更に 

 危険有害性区分の問題も有りますし、改訂 4版では混合物 についての考え方が 

 明確になってきたところも有るので、そういったところを組み入れる形で分類 

 ロジックの組み立てを提案していきたい。そして分科会の方たちに検討頂けたら 

 と思っています。 

 混合物の分類のポイントとして先ほど問題になった区分外の取り扱いですね、 

改訂 4 版では配慮すべき成分についてかなりかなり明確に定義しているので、不

明成分の計算に配慮すべき成分の扱いを明確にしていきたい。 

 区分外の取扱いでは加成計算の出来る物を安全な物とそうでない物の取り扱いに 

 ついても原案を作って、御検討願いたい。安全な区分外は EUは割り切って 

 しまうが、議論していきたい。 



 

 

 

 2.4各国が公開するＧＨＳ分類結果情報収集は、今どんな情報が公開されているの 

 か、それからその内容がどのようなものであるのか、情報を集めています。 

 これから公開される予定のもののどのような物か情報を集めています。それを 

 どこまでシステムに組み込めるのかは委員の先生方と検討したい。 

 先程からご指摘頂いている通り分類結果として使われているのは CLPですね。 

 AnnexⅥに出ている物と REACHで公表されている物とこれから EUでは CLP 

 40条に従って届出が行われる。それについては 10万物質以上と言われるが 

 そういったものをどのように取り入れるか、まだ未公開ですが来年早々には公開 

 されると思うが出てきた時にどう扱うのか、報告書の中でご検討いただきたいと 

 思っています。そういったことがＧＨＳ分科会の検討項目と思います。 

 

坂下 ITは分科会の課題という事で資料 4の緑の所に着目してご説明差し上げたいと 

 思います。 

 まず「2.3.1 最新のパープルブックへの対応」は ＧＨＳ分科会の 2.2.2 の 

 ところで明らかになった課題の所を、どう ITに組み込むかがポイントに 

 なりますので、ＧＨＳ分科会の検討結果みて検討していきます。 

「2.3.2 国連ＧＨＳ文書の改訂時期に合わせ数年単位での改訂に適したシステム

の開発環境」では 2 年おきに改訂されるＧＨＳとか JIS の改訂が有った時に、シ

ステムが柔軟に対応出来る設計方針、設計手法を搭載しておく、とはどういう事

が良いのか？という所を議論していきます。具体的には今 IT分科会ではコンポー

ネントとかの概念を研究して、局所的な修正に対応出来る設計にしておくといっ

た時にどういうコンポーネントの構成が良いか、といったものの原案を作って委

員会で相談する。 

  次に「2.3.3 事業者が使いやすいユーザーインターフェイスの検討」では、 

 どうすれば初めて使う方から完全に理解された方まで、使い易いインター

 フェイスにするか、という所での対応と考えています。 

 一般的に IT側では、初めて使う方には一つ一処理をする、一方で使い込んだ方は 

 一括で指定出来るような画面等、それとオンラインマニュアル等を組み込んで、 

 極力ソフト上で課題を解決できるようにするにはどうしたら良いか、等議論に 

 なると思います。 

 あと「2.3.4 データ入出力形式の検討」とでは、基本線は CSV入出力によって 

 物質や製品のデータの入出力できる様にする、プラス XMLのデータ入出力を 

 出来るようにする。 

 あと API を搭載してプログラム間で相互に関係が出来るようなしくみの必要性

についても検討していきたい。 

 「2.3.5 複数国対応を考慮したシステム」という事で、いろいろ議論が有るとは 



 

 

 

 思うんですが、どういう風にソフトをすれば良いかという議論の中で、 

 仮に複数国で複数言語のユーザーインターフェイスを持って複数国の帳票が出る 

 とした場合のシステム設計方法はどうすれば良いか？についての議論になる。 

 「2.3.6 利用者に有用なシステム提供形態の検討」という事で、ユーザーが使う 

 ときどういう形態で使うとユーザーの利便性が上がるか？という事で、 

 前回提供した混合物分類ソフトはスタンドアロン方式だったが、今回はスタンド 

 アロン方式にするか、ASPとクラウド方式でウェブを介して処理する、それを 

 保守とかサポートといった面から多角的に見てどれがベストか？を議論していく。 

 それから最後に「非機能要件の検討」という事でユーザーの提供形態にも 

 依るんですがサポートの件、セキュリティの件等、ＧＨＳ分類の機能以外の所、 

 ソフトウェアとしての必要なセキュリティ等の要求事項がここに有ります。 

あと色々課題が浮き彫りになってきたと思いますので追加して議論をして解決方

法を探っていこうと思います。 

 

城内 どうもありがとうございます。 

 いろいろご意見を頂いて、今後項目についても良くご検討頂されると思いますが、 

 ここにかかれた項目については多分濃淡が付くと思いますし、後でも加筆もある 

 と思いますが、良くご検討頂ければと思います。 

 検討のところは以上で良いかなと思いますが何か追加してご質問があれば 

 お願いします。 

 よろしいでしょうか？それでは今後のスケジュールについて事務局から 

 お願いします。 

 

以下 事務局からの説明（略） 
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「平成２３年度環境対応技術開発等（ＧＨＳ分類マニュアル等調査）」 

ＧＨＳ分科会 議事録 

日時 ２０１２年２月３日（金）  １０ ００～１２ ００ 

場所 経済産業省 ２西３共用（本館２階西３） 

出席者（順不同、敬称略） 

【委員長】 

  城内 博 日本大学 大学院理工学研究科 教授 

【GHS委員】 

  鈴木 亨 一般社団法人 日本化学工業協会 化学品管理部 部長 

  宮坂 陽子 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター 主任  

  和田 英男 社団法人 日本塗料工業会 製品安全部 部長 

山口 忍 DIC株式会社 レスポンシブルケア部 法規制担当課長  

  野口 淳平 化学品リスクコミュニケーション研究所 所長 

  大澤 威雄 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社 業務管理グループ 法務・貿易

管理課 

【ＧＨＳサポートチーム】 

佐野 弘  日本ケミカルデータベース株式会社 技術顧問 

細谷 和弘 日本ケミカルデータベース株式会社 

【ITサポートチーム】 

  坂下 実 日本ケミカルデータベース株式会社 

【事務局】 

経済産業省製造産業局 化学物質管理課 

   五十嵐企画官、常見係長、田崎係長 

日本ケミカルデータベース株式会社 

長谷川、又吉、五嶌 

【日本ケミカルデータベース株式会社】 

   嵩西 賀伸、高野 英雄 

 

 

文中 敬称略 

 

 

 

 

 

 

資料 4.2-2 
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1. 国内外の類似システム調査（資料 2-1,2-2,2-3,2-4） 

追加資料として「2-5 経済産業省委託事業調査に関するアンケート McConcierge回答」 

資料に従い説明実施（五嶌） 

・宮坂 システム連携とはどのようなシステムを想定しているのか？ 

・五嶌 各社の（受注、生産、化学物質管理等の各社が独自に管理している）基幹システ

ム等をイメージしている 

・大澤 GHS分類結果の根拠出力についてはアンケートでは聞いていないのか？ 

・長谷川 今回は聞いていない。アンケートで「具体的な項目については後日問い合わさ

せて頂く事があります」と記載しており、そこで確認する方法はある。 

・METI 調査結果に対する経済産業省の要望として 

回答無のソフトもパンフ等からの情報を取りまとめ 

    その「結果」から市場ニーズの確認 をお願いしたい 

 

２. 現行ツールの問題点検証（資料 3-1,3-2,3-3,4,5,6） 

資料に従い説明実施（五嶌） 

オペレーションの煩雑点の解消に対する複数案を、この後 IT分科会の議論を踏まえて 

検討委員会に提案する予定。 

・和田 今週の月曜日の化学物質審議会での企業からの事例発表の内容からも混合物のＧ

ＨＳ対応の困難さがうかがえる。中小企業の混合物のＧＨＳ対応を進めるために

は、もっと使い勝手のよいツールを提供して対応出来るようにしないとまずい。 

・METI 今後、化管法では中小企業事業者のＧＨＳ対応を考慮しＧＨＳ対応を進めること

 としており、化学物質審議会でも法改正の内容とスケジュールを説明していると

 ころだが、混合物については約３年間の経過措置を置き平成 27年４月 1日からの

 施行を予定しているところ。 

 

３.各国が公開する GHS分類結果情報収集の検討（資料 7,8,9） 

資料に従い説明実施（細谷） 

・大澤 ツールの多言語対応に関連しての質問だが、日本、諸外国の国連のパープルブッ

ク記載の用語の翻訳が確かな物であるというオーソライズは誰がしているのか？ 

それと資料 9-2を見ると日本と韓国の違いとして「飲み込むと有害と有毒の違い」

「軽度の皮膚刺激と軽度が無い皮膚刺激」、注意書きで「粉じんを吸入しないこと、

と粉じん、煙、（以下略）」と異なる。それぞれ国でこれを使用するとオーソライ

ズされているなら良いが、違うのであればツールに各国語対応を言うのは問題で

はないか。 

・城内 GHSの初版を訳す時に民間で翻訳との案が有ったが私が反対して省庁連絡会議で訳

した。理由は言葉の問題である。そこで手分けして翻訳した物を省庁連絡会議に
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かけて省庁に持ち帰り、現状の法律との整合性を確認し、更にアカデミックの見

地からそれは使えるかを確認した。 

もう一点、注意書き、危険有害性は現状工業会で使用されているものとの整合と

いう観点から判断し、その結果省庁連絡会議の仮訳になった。従って GHSパープ

ルブックはそこでオーソライズされたと見て良い。 

日本語訳については別の問題が最近有り、TDGの危険物輸送の言葉は多分法律用語

に基づいて作られている部分が多いが、GHSで使用している物と必ずしも整合して

いない、そこは今後の課題である。 

外国語のオーソライズされた言葉はどうかというと、GHSの会議でも議論されてき

たが、SDSを作る時世界で訳されている ICSCカードをベースにしたらという議論

がある。各国でパープルブックをどう翻訳しているかは難しくて把握しきれてい

ない。 

国連の公用語（６言語）は国連で翻訳しているのでその言語はそれを使用する。 

 

・METI 若干補足させて頂くと、GHS関係省庁連絡会議は国内の GHSに関係する省庁、或い

は業界団体の方にお集まり頂き国連小委員会の対象答申、国内の GHS推進を検討

する場として政府の機関として設置している。そこで城内先生に翻訳して頂いた

国連パープルブック日本語訳としてオーソライズすると共に、JIS7250（MSDS）、

7251（ラベル）の統合作業を進めており、今年 3月 25日に新しい JIS_7253とし

て公示予定。この中で注意書き等については城内先生の訳を準用し規格として制

定する、という作業を進めている。 

・大澤 今後、統合 JISに載ったものが日本国内で統一して使用する用語で間違いない、

という事ですね。 

・佐野 今後、です。 

・METI 更に JISに関しては GHS対応として安衛法、化学物質管理促進法で努力義務とい

う事で今後対応を予定している。その中で JIS_7253を引用しそれに従ってラベル

表示をして下さい、という制度を導入することになっている 。 

・大澤 今後このツールが完成した暁には、JIS_7253に基づいた用語等に統一された物が

出来る予定、と理解して良いか？ 

・佐野 その点がこの次の課題。システムを組む時、何を前提とするか？という議論で確

認頂きたい。それから同じ日本語で翻訳の差が有る点はケアレスミスや翻訳のバ

ージョンでも多少差が有る。過去にはどれを引用したかでも差が出ている。今 JIS

と翻訳も調整して頂いている。 

海外の翻訳は JETOCの翻訳を大体ベースにしているが、JETOCの翻訳は元の言葉に

忠実としており GHS、JISの用語に合わせていない。 
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 多言語対応とすると本来その国の公用語の翻訳にしなくてはいけない。従って公

式の翻訳が有る物はそれに従えば良いがそれは限られている。 

東南アジアでは日本同様省庁連絡会議を作って公式の対応をしようとしているが、

非常に時間がかかりバージョン変更に追いつかず、又公開されていない。 

多言語対応する時には何らかのルートで公式のものを取り寄せるか、法律に制定

された用語を使うかのどちらかだ。 

・城内 余計な話だが ICSCカードの翻訳に著作権を言う話が有ったが、それは止めてくれ

といった。各国でも誰が訳したか？はわからない。多分オーソライズされていな

い。ソフトに載せるときは例えば「ICSCカードに基づいた」等を言わないと難し

い。 

・佐野 ラベル、MSDSになると公式の言葉が無い 

・城内 ラベル、MSDSを作るとなるとどこかで我々がというか委員会で決めなくてはいけ

ない。 

・METI GHSロジストの対応言語の訳は何から持ってきているのか？例えば韓国語、中国語

は著作権等の問題はどのようにクリアしているのか？ 

・坂下 弊社のシステムは弊社独自で翻訳している。公的な文言等は採用していない。 

・城内 韓国の GHS分類は何万物質かを分類したと公式発表した。 

これが外国人は閲覧不可能かわからないが、GHSで使うには英語が必要だと委員会

では言い、翻訳したといっているので確認願いたい。 

・細谷 環境部のホームページでとれるのはこれだけ。 

・城内 言っているのは労働部なので、そちら確認願いたい。 

・細谷 解りました。 

・METI 各国の公開分類結果のフォーマット形式が判ればこの表に加えて欲しい。 

・坂下 フォーマットとは具体的には項目の表示とか、エクセル形式で表がまとめられて

いる、等のイメージか？ 

・METI それで結構です。 

・METI 分類の比較について、何故違うのか横並びにしただけではわからないか？ 

・細谷 根拠が無いので難しい。 

・METI 一致率はどの程度か？ 

・細谷 一致率をどうやってはじき出しますかね？ 

・METI 海外分類と日本の分類を比較するのは、日本で公開する分類結果の充実する手段

を探すため。日本で毎年出て来るデータ数では一般化学物質の分類結果が揃うの

に何十年も 

かかってしまう。海外のデータが有る程度信頼出来るのであればそのデータを日

本で使用可能にするには日本のデータと海外 EU,のデータでどの位違うのか？を

比較検討しておきたい。 
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・佐野 それぞれの国に数千の物質が有って、それぞれの物質に２７項目有ってという事

になると相当な作業になるので、これは必要だという事になるなら次の課題とし

て設定した方が良いと思います。 

・METI 次の課題にするにしても次に進むための情報が欲しいと思います。 

・山口 日本の分類は中災防さんの文献から引っぱって来ているのでデータは純物質に近

い物を取っているが、EUのデータは実データを取っているので製造方法で不純物

も異なり、異なる区分になってもおかしくないし、違って当然ともいえる。 

・佐野 EUの場合プロセスの組成で決めている。不純物が、例えばベンゼンが有るポイン

ト以上含有されれば一律に発がん性と決めてしまう約束でやっているので細かく

診るとズレが出て来る。 

・METI 前回の国連 GHS小委員会で分類結果の統一について若干の進展が有り、統一化に

あたって６つの原則が明らかにされたと聞いている。その中の一つが「根拠がし

っかりしている事」で、このまとめでみると 6つの原則をクリアしているのは日

本だけとみて差し支えないのか 

・城内 EUから出て来るとしたら、今出されているドキュメントに基づけば根拠は有るの

でそこから始めれば良い。ニュージーランドは EUの分類を自国に当てはめた、で

根拠が無いとの話もあるのでニュージーランドとの比較は良くない。 

   やるなら EUと日本のデータがあるところで比較しないと次につながらない。 

   一致率は物質によって全然違うので大雑把に何％というのは難しい。 

・細谷 何を根拠に一致率をはじくのかは難しい。 

・METI 今の言い方からするとニューランドと EUが一致したとしてもそれで使えると判断

するのは問題が有ると。 

・山口 EUのデータはどういう扱いなのか？使って良いというのは保証するという事か？ 

・METI 国が参考として分類した結果より１ランク落とした形での公開であり、同じく参

考情報を超えるものではない。 

・佐野 EUのデータは加盟国から出されたデータを審議して了承されたデータのはず。 

    ANNEXⅥのデータは審議し了承されたという意味では根拠は公開されていないが

信頼できる。今後出る 11万と言われる事業者が届け出たデータは分類結果につい

て EUとして調和された結果ではないので同じ扱いは出来ない。簡単には根拠を付

けたデータベースというのは出来ない。 

 

４. GHS混合物分類判定システム刷新に際して検討すべきポイントの整理（佐野） 

資料に従い説明実施、資料 10は説明省略。 

・和田 開発予定のソフトは JISとの関係はどうか？ 

・佐野 検討中の JISは素案だが４版をベースに検討しているので改訂されれば４版に基

づく物となる。 
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・METI 予定では分類 JIS改訂は国連文書改訂４版に合わせた形でリリースを予定してお

り、ソフトはその後リリースを予定している。その意味で JIS7252との整合は当

然考えなければならない。 

・佐野 結論が出ればそれに従う。時間的には余裕がある。 

・大澤 事業者向け GHS分類ガイダンス２版は改訂予定が有るか？ 

・METI 1～2年のスパンで改訂する予定はある。 

・大澤 それによって今回検討している分類ツールに何らかの影響は有るのか？ 

・佐野 それは有りうる。ガイダンスの中身は２版であり、３版は引用のみ。分類基準は

２版（JIS版）のまま。タイミングとして JISが改訂されたらガイダンスの該当部

だけ改訂する事を希望したい。 

 

５. 混合物分類に配慮すべきポイントの明確化（坂下） 

・坂下 ここはガイダンス、パープルブック等で具体的に示されていないがシステム開発

上明確にしておかなければならない項目を列挙してある。 

    先に城内先生とはお話させて頂き見解も頂いてあるが、理解不足や間違いはご指

摘いただきたい。 

 以下、資料 12に従い逐次説明と意見確認実施（意見は資料 12の各項番号別に記載、意

見が無い項はそのまま了承） 

（ ２）混合物の分類前に国連番号が付けてあれば使える（野口） 

（ ４）判定論理と引火性液体の混合物の計算式が有る。 

パープルブックにも載っているが使える。私の意見は消防法で測ることが決まっ

ているので計算する事は無いだろう（野口） 

    計算式を選択できるようにしたら良い（城内） 

（ ５）有機過酸化物の計算でガイダンスに式が載っている。 

    混合物用のロジックなので必要、これが有れば測定が不要になる場合がある。と

なる（野口） 

（ ７）事務局でも結論が出ていない、継続検討が必要 

（ ９）ユーザー選択等が必要かとも考えている、更に意見を頂きたい。 

（１１）分子式から相互換算が出来ればベストか後はユーザー選択か。 

（１２）GHSのルールに従えば良い 

（１３）計算上は区分外になってしまうが、未知の成分が濃度限界値以上では「分類でき

ない」が望ましい。 

（１４）加成性が適用できない所はシステムで判断出来ないのでユーザー選択しかない、 

    又、成分が強酸、強アルカリであっても混合物の phがその範囲であれば混合物 

の phの数値を取ればよいと考えている。 

（１５）1％未満は考慮しなくて良いと考える 
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（１６）大区分が有るなら大区分を採用、細区分だけならパープルブックに従う 

（１７）これは間違いなので削除 

（１８）非常にまれなケースだがシステム上解決しておかなければならない問題で 

区分 1と１Ａ なら区分 1Ａを採用 

区分 1と 1Ｂ なら区分 1を採用 

（１９） 

・特定標的臓器（単回、反復両方）において、分類情報に臓器種を表示する必要   

 性はあるか？ →必要 

・混合物を分類した結果、区分１と区分２で同一の標的臓器となった場合の判定 

 方法 

 → 区分２を省略 

・混合物を分類した結果、同一区分、同一臓器で一方に暴露経路があり、一方に 

 暴露経路がない場合の判定方法 例）物質A 区分１（肺）20%、物質B  区分１

（吸入 肺）20% の場合の混合物分類結果 

 城内先生から肺と吸入肺と暴露経路が有る物と無い物を別に記載すべきだとの 

 御意見を頂いている 

（２０）区分１は毒性定数が関わってくるので、1％で切ってはいけない（佐野）。 

（２１）「分類できない」成分があるときは「分類出来ない」とする 

 ・大澤 この分類ツールで分類された結果がここで決められた判定基準に基づいて

 分類されている事をツールの使用者に示せれば問題無いのではないか。 

 分類基準について議論が有るポイントについてはこのような基準に基づ

 いて分類されている等が使用者に様になれば良いと考える。 

 ・坂下 ＩＴ分科会をまだ開催してないが、判定論理はヘルプ或いはオンライン

 マニュアルで見ることが出来る仕様が必要と考える。 

 ・山口 区分がどうなったかの内容は是非とも出して欲しい。 

      （９）の区分5を採用していない現状で、区分5というデータが有る時に

 なんらかの数字があるならともかく、区分5という分類結果しか無いのに

 何らかの変換値を入れてまで計算する意味が解らない。JISでは今後区分

 5を採用しないという中で敢えて残してまで利用するが判らない。 

 ・佐野 CLPガイダンスではGHSの区分外に相当するものは大胆に無視する。区分5

 に相当する場合は数字を入れている。無視すると分類結果に影響が出て

 来る場合がある。 

 非常にデータ数が少ない時にも結果だけは出てしまうがそれは信用でき

 るか？どれだけunknown成分が有るときに結果は採用しないのか、という

 約束事が必要だ。 
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 ・山口 ここで議論とは違うと思うが、中小企業さんが使うのでそのまま使う、

 判断は出来ないと思われるので、その時に悪い結果が出やすいソフトだ

 とノーマルな方向に結果が出る方向にしてくれると良いのでは、と感じ

 ます。 

 ・城内 GHSの最初から言っているが「私たちはこう決めました」で良いはずで、

 私はどちらでも良い。「こう決めました」が判る様にしておけば良い、

 今まではそれが無かったのでそれが判るだけですごい事。分類の小さい

 所で議論すると好き好きになってしまう、それをこの場で決める時にチ

 ョイスの形にして見ることが出来る様にしておけばどちらでも良い。 

 ・野口 （１１）は混合物の急性毒性（蒸気）の加算式だが、揮発性の液体の混

 合物で蒸気の組成は液体の組成と変わってしまう。本来、加算式でする

 のは間違いではないかと、これはパープルブックにも書かれていないが

 これは宿題にする。 

 

６.その他 

事務局から今後のスケジュールとして以下を報告。 

ＩＴ分科会 ２月１４日（火）１３時～１５時  

経済産業省 第４共用（本館１７階東５） 

検討委員会 （仮の予定）３月２日（金）１０時～１２時 

 

全体でのご意見、ご質問 

・宮坂  意見はいつまでに出せば良いか？ 

・事務局 議事録を１週間内の完成を目指しているので、来週一杯でお願いします。 

 

以下 略 
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「平成２３年度環境対応技術開発等（ＧＨＳ分類マニュアル等調査）」 

ＩＴ分科会 議事録 

日時 ２０１２年２月１４日（火）  １３：００～１５：００ 

場所 経済産業省 第４共用（本館１７階東５） 

出席者（順不同、敬称略） 

 

【ＩＴ委員】 

高橋 和博 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター 

堀江 隆志 アクセンチュア株式会社 シニアプリンシパル 

有馬 裕人 江守商事株式会社 情報システム事業部 

欠席（資料に対するご意見を前日ご提出） 

知久 正直 ＮＥＣソフト株式会社 第一製造業ソリューション事業部環境ソリュー

ショングループ 

 

【ITサポートチーム】 

坂下 実 日本ケミカルデータベース株式会社 

水迫 清仁 日本ケミカルデータベース株式会社 

 

【ＧＨＳサポートチーム】 

佐野 弘  日本ケミカルデータベース株式会社 技術顧問 

 

【事務局】 

経済産業省製造産業局 化学物質管理課 

   五十嵐企画官、常見係長、田崎係長 

日本ケミカルデータベース株式会社 

長谷川、五嶌 

 

【日本ケミカルデータベース株式会社】 

  高野 英雄 

 

 

文中 敬称略 

 

 

 

 

資料 4.2-3 
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1. 最新のパープルブックへの対応（資料１） 

資料に従い説明実施（坂下） 

 質疑応答無し 

 

2.利用者に有用なシステム提供形態の検討（資料２） 

資料に従い説明実施（水迫） 

「今回の混合物分類ツールについてはスタンドアロン方式が望ましい」を提案し了承。 

高橋：スタンドアロンの欠点として、バグ修正の配布とデフォルトで持っているデータが

増えていった時のアップデート方法を課題として挙げた方が良い。 

坂下：「コンポーネント指向の設計」＋「自動アップデート機能」を考慮してある。 

堀江：GHS文書の改訂に合わせてロジックの修正だけでは足りず、新しいソフトのインス

トールが必要になると、簡単なアップデートでは済まずソフトのインストールも必要にな

る。その場合旧バージョンから新バージョンへの移行において蓄積データを引き継ぐツー

ルの提供等をするのか等、方針を決めておく必要が有る。 

坂下：要件定義に考慮して付け加える。 

有馬：データベースの選定に関して他のソフトで使っている SQL等をデータベースで使っ

た方が今まで使った事のある方は使い易いのではないか。 

坂下：商用 DBの無償版の方がトラブルの面で安定感が有るが、PostgreSQLとMySQL等

選択肢を増やす検討を加える。 

METI：既存にインストールされているデータベースがある場合にそれに競合しないかを、

検討しておく必要がある。 

METI：データベースを扱うのは中小企業には難しいと思うが、PostgreSQL、ORACLEの

ような普段扱ってないデータベースのインストールに苦慮することはないか。 

堀江：ユーザーサイドでデータベースを直接操作する事は無いのでインストールの時だけ

しっかりすれば心配無いのではないか。 

METI：フリーソフトの DBだとマニュアル、サポート面で不安は無いか。 

有馬：それは有る。それを考慮して坂下さんはフリーソフトを排除しているのではないか。 

注：フリーソフトを検討するか、はっきり決まらず  

 

3.国連 GHS文書の改訂時期に合わせ数年単位での改訂に適したシステムの開発環境 

（資料３） 

資料に従い説明実施（坂下） 

「本ソフトウエアをスタンドアロン形式で実現する場合は、開発言語は.NET系が一番

Windowsプラットフォームとの親和性が高いため、.NET系で開発するのが望ましいと結
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論。又コンポーネントを DLL化する事で自動更新するような設定にしておけば利用者に不

快なアップデート等は無いと考える。」と結論。 

METI：.NETの将来の見通しは？ 

坂下：はっきり判らない。.NETはメーカー製なので将来何かが有った時には何らかの手を

打ってくれると期待される。 

高橋：.NETは今の所下位互換を保っているので下位互換を続けている限りは上手く使い続

けられるのではないか。 

METI：自動アップデートのようにユーザーに見えないところで通信してセキュリティ上何

か障害は無いのか。 

堀江：自動更新は特定ソフトしか通さない設定になっているケースでは障害に成り得る。 

坂下：ウェブブラウザと同じ通信ポートに 80番を使った仕組みが出来れば敷居は低いと思

っている。 

 

4.事業者が使いやすいユーザーインターフェイスの検討（資料４，５，６） 

METI：ウィザード形式と単票形式による入力形式は化学物質管理ソフトの場合、どちらが

多いのか。 

堀江：単票形式が多い。ウィザード方式はクリック数が増える。 

高橋：ウィザード形式は業務フローが直線になるときは楽。 

坂下：折衷案のイメージ(カテゴリ毎に入力画面を纏める)で進めたい。 

METI：マニュアルがオンラインヘルプだけだと使い難くないか？或いはマニュアルが無い

と思われないか。 

高橋：インストールマニュアルだけで後はオンラインヘルプ、が多い。 

オンラインヘルプと PDFの両方だと、後々メンテナンスが大変になるので、どちらか片方

にした方がよい。 

堀江：ユーザーも代替わりしていくので、マニュアルを印刷して書き込みを入れて引き継

いでいるので、印刷できるようにしておくとよい。 

有馬：実際にはPDFでは網羅しきれなくてベース(基本操作マニュアル)は提供しているが、

その他の運用マニュアル等はユーザーが作っている。項目ごとに簡単な説明がポップアッ

プするのも有り。 

METI：チュートリアルの有効性はどうか？ 

有馬：最初は見るが、使うのは最初だけ。 

坂下：このソフトで考慮しなくてはいけないのはサポート。何らかの組織を持つのかはわ

からないが、説明量を増やして出来るだけソフトの中で解決したいとの発想で考えている。 

METI：現ツールに関する問合せはソフトの導入から具体的な使用法まで様々。 

坂下：マニュアル重視かサポート重視かはソフトの規模にも依存する為、結論がここでは

出せないので要件定義に継続検討の旨を併記する。 
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METI：サポート体制とマニュアルの有効性とコスト比較を記載して欲しい。 

 

5.他のシステムとのデータ連携に有効なデータ形式と入出力方法の検討(資料７) 

資料に従い説明実施（坂下） 

出力機能は持たせる事とする。 

また、出力形式は、他のシステムとの連携を検討したところ、作成スキル、化学品名との

相性を考慮し、TSV（タブ区切りのデータ）が妥当であると考える。 

 

METI：製品データのインポート、エクスポートのニーズは？ 

堀江：移行する場面などで、ニーズはあると思う。 

   どういう形式で出力できるかについては、シチュエーションによって変わるので 

   一つのレイアウトでエクスポート出来る機能だけでは使えない可能性もある。 

   しかし、必要な時に出力できる形にした方が良いと思う。 

   ただし、ユーザーによっては秘密情報もあるので、担当者の一存で、簡単に出力で 

   きるのも問題がある。 

有馬：セキュリティの管理をしっかりするためにユーザーのアクセスログを取っているが、 

    出力されたデータは一人歩きするので、注意が必要。 

METI：それでは蓄積されたデータは移行時に使用できないのでは？ 

高橋：責任者のみが出力できるのが一般的と考える。 

坂下：移行の際になんらかの形で出力できる機能はつけるべきだと考える。 

METI：セキュリティ面はユーザーに任せるが、データは出力可能であるべきと考えるが、 

    どうか。 

坂下：出力機能は付けることとする。 

 

6.システム実現範囲の検討（資料８） 

・混合物分類ツールからのドキュメント出力検討資料 

資料に従い説明実施（坂下） 

EXCELの直接出力が良いと考えるが、ライセンスの問題がある。 

化審法報告ソフトが EXCELインターフェースを利用しているので、確認を行い、ライセ

ンスの問題をクリアできるかどうかを検討し問題が無ければ EXCELでの出力としたい。 

 

7.複数国対応を考慮したシステム(資料９) 

資料に従い説明実施（坂下） 

利用する言語とアウトプットする言語の両方を管理する。 

ビルディングブロックは各国に対応できるよう、コピー、ユーザカスタマイズで対応でき

るようにする。 
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基本搭載言語データは日本語、英語。分類は JIS Z7252、GHS標準とする。 

METI：複数国対応のイメージとしては、日本語で入力し出力が他言語となるという 

 イメージで、分類も他の国の分類で行うという理解でよろしいか？ 

坂下：そのイメージで結構です。日本語で入力し、例えば中国のビルディングブロックで 

   分類し、結果を中国語で出力するようにしたいと考えている。 

 

8.非機能要件の検討(資料１０) 

資料に従い説明実施（坂下） 

2.利用者に有用なシステム提供形態の検討にて、「今回の混合物分類ツールについては 

スタンドアロン方式が望ましい」との結論がでているので、それに伴い、スタントアロン

形式についての対応となる。 

項目については不足なし。 

坂下：APIの必要性はどうか。データ間で連携ができれば、システム間で密に結合する 

   必要はないということでよいか。⇒（了承） 

 

9.GHS分科会からの検討資料（資料１１） 

・混合物分類システム構築に当たって検討すべきポイント 

GHS分科会からの資料で、IT分科会で詳細に検討する必要はない。 

 

（追加資料）要件定義書目次案 

要件定義書に記載する項目について挙げた。 

高橋：国が調達する IT案件については、総務省より仕様書作成の手引が出ていると思うの

で確認する必要がある。 

坂下：確認します。 

METI：本事業での要件定義をベースに 27年 4月から混合物の GHSラベル表示、SDSの

提供について混合物の努力義務の制度をスタートさせる計画があり、それに間に合うよう

にツールを開発していきたい。 

本事業での要件定義が仕様書となるので、総務省の仕様書手引を確認し、必要な部分があ

るようであれば盛り込んでほしい。 

坂下：了解しました。 

 

10.その他 

事務局から今後のスケジュールとして以下を報告。 

検討委員会 3月 2日（金）10時～12時 

 

以下 略 



                                      

1 

 

平成２３年度環境対応技術開発等（ＧＨＳ分類マニュアル等調査） 

第２回検討委員会 議事録 

 

日時：２０１２年３月２日（金）  １０：００～１２：００ 

場所：経済産業省 ２西８共用（本館２階 西８） 

出席者（順不同、敬称略）  

【委員長】 

  城内 博 日本大学 大学院理工学研究科 教授 

【委 員】 

（GHS） 

  鈴木 亨 一般社団法人 日本化学工業協会 化学品管理部 部長 

  宮坂 陽子 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター 主任  

  和田 英男 社団法人 日本塗料工業会 製品安全部 部長 

山口 忍 DIC株式会社 レスポンシブルケア部 法規制担当課長  

  野口 淳平 化学品リスクコミュニケーション研究所 所長 

  大澤 威雄 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社 業務管理グループ法務・貿易管理課 

（IT） 

高橋 和博 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター 

知久 正直 ＮＥＣソフト株式会社 第一製造業ソリューション事業部環境ソリューシ

ョングループ 

堀江 隆志 アクセンチュア株式会社 シニアプリンシパル 

有馬 裕人 江守商事株式会社 情報システム事業部 

【GHSサポートチーム】 

佐野 弘  日本ケミカルデータベース株式会社 技術顧問 

細谷 和弘 日本ケミカルデータベース株式会社 

【ITサポートチーム】 

  坂下 実 日本ケミカルデータベース株式会社 

  水迫 清仁 日本ケミカルデータベース株式会社 

【事務局】 

経済産業省製造産業局 化学物質管理課 

   五十嵐企画官、常見係長、田崎係長 

日本ケミカルデータベース株式会社 

長谷川、又吉、五嶌 

【日本ケミカルデータベース株式会社】 

  嵩西 賀伸、高野 英雄 

 

資料 4.2-4 
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本日の議題 １）委員会、分科会での宿題項目の報告 

     ２）要検討事項、提案事項の報告及び検討 

 

１）委員会、分科会での宿題項目の報告 

「国内外の類似システムの調査」について 

事務局からお願い：ここで表示している会社名、製品名は委員会外秘として下さい。 

資料５）GHS分類情報提供一覧 

質問とその回答 

大澤：資料 5の ECHAの公開物質名は不明だが資料 6の ECHAでは 4209と 90000 

   物質超とある、その違いは？ 

五嶌：資料 6の 4209は REACHの登録物質の数、資料 5の不明は GHS分類が掲載 

  されている数が確認できないため不明とした。 

高橋：JETOCの数字が資料 5では 2404 で資料 6では 203となっているが？ 

五嶌：資料 5の数が間違えているかもしれないので精査します。 

＜事務局追記＞ 

  2404は JETOC独自分類+ NITE分類（何時の時点でのNITE分類数かは不明）を 

 JETOCのホームページでダウンロード可能との意味 

高橋：資料 5の「韓国環境部 新規追加物質のみダウンロード可能」のファイル形式は？ 

水迫：Excelです 

 

 ２）要検討事項、提案事項の報告及び検討 

分類に用いる標準とすべき GHS分類データの選定   

  NITEの分類データ数では不十分としている為、どのデータ（EU のmandatoryと

なっている CLP AnnexⅥ Table3など）で補完するのが妥当か、を議論。 

 

山口）最初から全て使うのではなく、NITE のデータだけでは不足しているので、海外の

データは自分達で選択して使用できるようにしておき、一つでも多くのデータを使用し

て分類できるようにしておけば使いやすいシステムになるのではないか。 

高橋）データはほとんどが分類結果のみになっている。分類根拠が無くても使えるのか、

それとも分類根拠が有った上で判断をすることが必要なのか。 

山口）通常、私達が混合物の分類をする場合、データは原料を購入したメーカーから頂

く。そういった場合、原料メーカーのデータを使用するか否かは会社の判断です。それ

と同じ事を国のシステムでするのか、は議論の余地がある。 

大澤）できるだけデータは多い方が良い。選択肢は多く有って、どれを採用するかは使

用する側に選ばせ、責任は使用する側が負うという形で良いのではないか。 
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ECHAでは分類表示の調和を行っており、ある一定の期間をもって見直しされる事が前

提だが、今回のツールではデータ更新の頻度等の議論がなされていないので、議論をお

願いしたい。 

坂下）更新頻度の話はされていない。この事についてご意見は？ 

佐野）NITEから公表されている分類結果は根拠が示されており判断して使用できる。 

CLPの付属書Ⅵのデータは根拠が示されていないから信頼出来ないというのは違う。 

EUの委員会内で合意されたものだけが示されているので、EUという機関を信頼するな

ら分類結果は信頼できる。 

今回公表された 90000物質は調和されていないので、これを使うのならどうやって使う

のか、直ぐに結論は出ないと思うが、基本的な議論が必要だ。 

NITEの分類データだけで分類するのか、EUと混合でするのか、１物質に複数の分類

結果が有るときにどういう基準でするのか、も決める必要が有る。 

城内）CLPのmandatoryになっているものと今回公表された物は意味が違う。

mandatoryになっている物は特に輸出時には使わないわけにはいかない。国内での使い

方は国内法に則っていれば良い。輸出業者がそれを理解出来る事が重要だ。 

90000物質の方は色々なデータが含まれている。 

宮坂）データの更新頻度だが、更新のタイミングが不明なため更新データをソフト側で

準備するのか、企業が用意するのかが問題。新しいデータをそのまま取り込める方が好

ましい。正誤表レベルへの対応もどうするのか 

城内）データ更新は難しい。なるべく早く更新するのが好ましいとされているが、誰が

するのかで、議論は止まってしまう。 

坂下）理想はデータ公開元のウェブページからソフトを用意して取り込むのがベストだ

が、データの公開元単位に別のプログラムが必要な為、相当なコストになる。 

大澤）データが更新されないと何年か後には誰も使わなくなってしまう 

坂下）リアルタイムのデータ更新は理想だが難しいので、どこが実施するのかは別の話

だが、例えばだがツールの公開元である経済産業省等が定期的にデータ更新する、等を

決めておくのが理想。 

大澤）どのデータを使用するのかと言う事なら、定期的に更新される事が判っているデ

ータを使用するべきで、更新されないデータは意味が無い。 

城内）そういう事からなら基本は NITEのデータと CLPの AnnexⅥのデータで良いので

はないか。それとここでは抜けているが TDGはそのまま使う事が可能ですね。 

佐野）国連分類のリストで物質名称が記載されている物が少ない。国の作業では国連番

号でクラスの決まっている物については物理化学危険性でそれを考慮して分類されてい

る。物質名称ではなく n.o.sの様に番号で示されている場合が有るので、国連番号で示さ

れたクラスが分類で使えるか否かはロジックで個々のクラスごとに検討しないと一概に

は言えない。番号から自動的に GHSの分類に自動換算は難しい。 
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坂下）国連クラスと GHS分類はガイダンスで明らかになっている所だけ、物理化学の分

類の出来る所だけ分類する機能を載せるのはいかがですか。 

野口）物理化学性の 1項目か 2項目だけですね。 

城内）次の議論の C&L inventoryの話に移ります。 

細谷氏より（資料６）各国分類結果情報、（資料７）アクリルアミド分類結果(分類) 

に基づいて説明。 

資料の内容に対していくつかの質問が有ったが省略。 

城内）みなさんに伺いたいのは、この 90000を超える物質のデータを使うとしたらどの

ような選択をしたら良いか？という事です。 

山口）90000件まとめてオプションとして入れる話か。 

佐野）300万件をどうやって 90000件にまとめるかというルールを決める話です。 

山口）同じ化学物質がいくつも出てきたら、使えない。 

城内）分類根拠が出てないので mandatoryになっている物は根拠が無くても使えるが、

この 90000物質はmandatoryではないので使えない。 

和田）この表を中小事業者に出されても判断出来ない。議論されて EUで調和された結

果だけで十分ではないか。 

城内）今後、議論されて調和してくれば使えるが、現状では議論されていないので使え

ない。 

佐野）分類ガイダンスでも事業者向けと政府系では判断が異なる。政府向けは政府の責

任が問われるが、事業者向けガイダンスに基づく分類システムという前提なら事業者判

断で使えるのではないか。そうしないとデータがいつになっても増えない。 

城内）MSDSには根拠を書く事になっていますね。根拠がたどれる物は使えます。 

佐野）そう出来る物は REACH届出済み物質だけです。数が限られる上に、UCLID5か

ら探し出すというつなぎの作業が必要でかなりの労力になる。 

METI）こういった一覧表を出して分類結果から根拠を探し出すという作業を中小企業さ

んに求めるのは難しいと思う。先生は、根拠がたどれないデータは使うべきではないと

のご意見ですか。 

城内）事業者責任とは「私たちはこう考える」が無いとダメです。EUの A社がこう分

類したのでそうしました、ではそれは間違いかもしれない。皆さんはどう思います？ 

山口）私たちはメーカーの各社に貰うMSDSに根拠が無くてもその会社に聞けば答えて

くれる、という前提で信用して使っている。根拠がたどれない物は切って良いのではな

いか。調和化された分類は結構ありますよね。 

METI）この議論の前提には、分類に使えるデータが少ないので何とか増やせないか、が

有る。 

日塗工さんが配布されているデータは根拠の所はクリアされているのか、いかがですか 
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和田）日塗工には部会が有り、委員に不足分は集めてもらっている。各社の独自データ

も追加出来る。信頼に足るメーカーのMSDSデータも入れられる。優先して使用するデ

ータを選べる様にもしてある。 

METI）システム構築の際、データ選択の基準は 

坂下）この後の説明で出て来るが、今考えているのは物質個別に選択か、ポリシー設定

で優先度を選定する仕組みを考えている。 

METI）不確かな情報を使う位ならデータ無で分類出来ない、とした方が良いですか 

城内）このまま使うのはかなり問題が有ると思う。 

宮坂）参考情報として別に示してデータセットには入れない方が良いのでは 

城内）後は自分たちの責任で選べと。それはオプションでするべきでしょう。 

佐野）REACH登録済み物質が 4200物質位なので CLPと比べてあまり多くない。 

いま言われた様にデータが有るという所を示すのが賢明と思う。 

城内）使えるデータを増やすという事で期待している訳だが、現状で無理をせずに少し

待った方が良い。 

大澤）NITEと CLP が異なる時、輸出用ではシステムから CLPを使う様に警告が出る

様にした方が良いのでは。 

坂下）国内向けと海外向けを別パソコンにインストールして運用上で使い分ける方法も

ある。 

山口）英語だから EU向けとは限らない。標準は日本向けでも良いが、使うデータの優

先順位を変えられる様に対応するのが良いのでは。自社で取ったデータを最優先にする

事も有るので。 

 

3）城内）次の議論に進みます。 

坂下）SDSの部分出力の必要性についてご意見をお願いします。 

山口）「根拠情報」を編集して SDSに使えるなら SDS出力は必要ない。歯抜けの SDS

を出されても困るので必要ない。 

城内）このソフトでは SDSが完璧な形で出る訳ではないという事ですね。 

坂下）その通りです。  

宮坂）ラベルは完璧に出るのか 

坂下）GHSのラベル要素は出力されるが、消防法とか毒劇法等は出ません。 

和田）中小企業といえども今まで化学品を扱って商売してきている。ラベルもMSDSも

出してきている。分類結果が出力されれば部分出力は不要です。 

 

資料 8-3 GHS]分類計算機能の自動化のイメージ について 

提示された分類ツールの提案内容が妥当である、として全体了承。 

以下御意見 
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山口）ポリシー画面の「XXX」が複数有る場合が考えられるが。 

坂下）「XXX」増やす事を前提に考える。 

GHS分類の優先度を物資毎に設定する事になっているのですが、「物質単位」か「GHS

分類単位」かについてどうでしょうか 

城内）正解は無い。根拠に戻ってしまう。 

坂下）そういう事をするか、という事を伺いたい。 

山口）自社データを優先したいが、自社データは全項目埋まっていない。この時なかっ

たデータは優先順位で次を見る。どの程度下位まで見るかは決めておく必要が有るかも。 

宮坂）単一物質の分類を決定する時は同じか 

坂下）混合物の分類の延長で出て来る。 

 

サポートかマニュアルかについて報告（坂下） 

「配合分解」について 

原料の分類結果を使用するのか、混合物の分類結果を使用するのか、について議論 

和田）機能が有れば便利だが無くても各社で出来る。付けられるなら、という程度。 

坂下）判りました。 

この課題として、例えば発がん性だが、混合物の組成が不明で発がん性に区分が与えら

れると、この混合物を原料としていくとカットオフ値以下でも厳し目に出てしまう。 

山口）どこかで切らないとどうしようもない。配合分解結果から分類するパターンと原

料の GHS分類パターンからの２パターンを考えてみる、と結果どんどんややこしくなる。 

城内）GHS上はつなぎの原則をうまく使えば良いと思う。これは計算より優先されるの

が CMRだけは駄目なのでそこがきちんとしていればある程度行けると思う。 

 

和田）データベースの更新時期の結論は。 

METI）予算が厳しいので更新されたものは事業者がインポート出来る機能を付与する事

によって、事業者の責任で更新できるシステムにせざるを得ないと思っています。 

 

以下、事務局の説明 

議事録に対するご意見は議事録発効後 1週間程度を目安にお願いします 

報告書は３月下旬を目途に提出させて頂き、経済産業省様のホームページにて公開され

る予定です。 

 

以上 



 

 

  Updated consolidated comments on the survey for existing 
international classification lists of chemicals 

  Transmitted by the expert from Australia 

  Introduction 

This document contains consolidated comments from GHS Sub-Committee experts 

regarding the survey of international classification lists of hazardous chemicals, updated 

with additional responses received from member countries and observer experts of both the 

UNSCEGHS and UNSCETDG. The survey was circulated on 3 February 2010 and again 

on 23 July 2010 with responses requested back by Friday 26
th

 August 2010. All the 

responses received are listed in the annex to this document. 

The questions in the list of consolidated comments are as per in the original survey and the 

responses from each country/international organisation are listed in the alphabetical order in 

the next column. 

 UN/SCEGHS/20/INF.5 

Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods 

and on the Globally Harmonized System of Classification 

and Labelling of Chemicals 

Sub-Committee of Experts on the Globally Harmonized 

System of Classification and Labelling of Chemicals 13 October 2010 

Twentieth session 

Geneva, 7–9 December 2010 

Item 4 (a) of the provisional agenda 

Implementation of the GHS – Implementation issues  

資料 2.4.1-1  国連 GHS小委員会の資料 

http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgsubc4/c4inf20.html 

より引用 
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Country/Organiz. Name Organisation Contact information Email Confidential 

      
ACI (USA) Richard Sedlak American Cleaning Institute℠ 

(formerly The Soap and 

Detergent Association) 

1331 L Street, NW, Suite 650  

Washington, DC 20005 

rsedlak (AT) cleaninginstitute.org No 

AISE Wendy Cameron  A.I.S.E. (International 

Association for Soaps, Detergents 

and Maintenance Products) 

Avenue Herrmann Debroux 15A 

Bussels 1160  

Belgium 

wendy.cameron (at) aise.eu No  

Argentina Arnaldo J.  

Caldirola 

Ministry of Labor, Employment 

and Social Security 

Av. Leandro N. Alem 650,  Piso 2° 

- C.A.B.A - Argentina 

acaldiro(AT)trabajo.gov.ar  No 

Australia Drew Wagner Safe Work Australia 220 Northbourne Avenue, 

Braddon, ACT 2612 

Australia 

drew.wagner(AT)safeworkaustralia.gov.au  No 

EU Uta Jensen-Korte European Commission, DG 

ENTR and DG ENV 

European Commission  

DG ENTR  

Av. d'Auderghem 45,  

B-1049 Brussels 

Belgium 

uta.jensen-korte(AT)ec.europa.eu No 

EIGA Pierre Wolfs EIGA - European Industrial Gases 

Association 

Avenue des Arts, 3-5 

B - 1210 Bruxelles 

 

p.wolfs (AT) eiga.eu No 

Canada Kim Headrick Canada (consumer chemical, 

pesticides and workplace 

chemicals) 

123 Slater St, AL 3508D, Ottawa, 

Ontario 

Canada 

Kim.Headrick(AT)hc-scg.c.ca  No 

SRICI  LIU Gang Shanghai Research Institute of 

Chemical Industry Testing Centre 

345 East Yunling Road 

Shanghai, P.R.China, 200062 

lgsh33 (AT)gmail.com No 

SE-EAQB Zhenqian Song Shandong Entry-Exit Inspection 

And Quarantine Bureau, China 

No. 2 Zhongshan Road 

Qingdao, Shandong Province 

China 

266002 

Szqciq (AT)163.com No  



 

 

U
N

/S
C

E
G

H
S

/2
0

/IN
F

5
 

 4
 

 

 

Country/Organiz. Name Organisation Contact information Email Confidential 

      
IMO Ken McDonald GESAMP c/o International 

Maritime Organisation 

4 Albert Embankment 

London SE1 7SR 

UK 

Kmcdonald AT)imo.org No 

IPIECA Derek Swick American Petroleum Institute for 

IPIECA  

IPIECA 

5th Floor, 209-215 

Blackfriars Road 

London SE1 8NL 

Swickd (AT)api.org No  

IPPIC Janice Robinson NTERNATIONAL PAINT & 

PRINTING INK COUNCIL 

(IPPIC) 

1500 Rhode Island Ave. NW 

Washington DC 20005 

USA 

j.robinson (AT)cepe.org No  

Japan Hiroshi Jonai Department of Medical care and 

Welfare Engineering 

Graduate School of Science and 

Technology 

Nihon University  

1-8-14 Kandasurugadai, Chiyoda-

ku 

Tokyo 100-8308 

Japan 

Jonai(AT)medwel.cst.nihon-u.ac.jp No 

Korea Hye Jin Lee Occupational Safety and 

Health Research Institute 

Korea Occupational Safety and 

Health Agency 

(KOSHA) 

104-8 Munji-Dong, 
Yuseong-Gu 

Daejeon 305-380 

Hann1226 (AT) kosha.net No  

New Zealand Peter Dawson Environmental Risk Management 

Authority New Zealand 

BP House 

20 Customhouse Quay, Wellington 

New Zealand 

peter.dawson(AT)ermanz.govt.nz  No 

Norway Christine Bjorge Climate and Pollution Agency  Strømsveien 96 

Oslo N-0032 - Norway 

Christine.bjorge(AT)klif.no  No 
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Country/Organiz. Name Organisation Contact information Email Confidential 

      
Serbia Katarina Krinulovic Serbian chemicals agency Omladinskih brigada 1,  

11070 Novi Beograd  

Serbia 

katarina.krinulovic(AT)ekoplan.gov.rs  No 

Switzerland Markus Hoffmann Federal Office of Public Health CH-3003 Bern  

Switzerland  

markus.hofmann (AT) bag.admin.ch No 

UN secretariat Rosa Garcia Couto United Nations Economic 

Commission for Europe 

(UNECE) 

Transport Division - Dangerous 

Goods and Special Cargoes 

Section 

Secretariat of the ECOSOC Sub-

Committee of Experts on the GHS 

Palais des Nations 8-14, Avenue de 

la Paix, 

Geneva-10, CH-1211 

Switzerland 

rosa.garcia.couto(AT)unece.org  No 

USA Maureen Ruskin OSHA  200 Constitution Avenue, 

Washington DC,  

United States 

Ruskin.Maureen(AT)dol.gov No 
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  Part II: 
Survey responses submitted by the GHS Sub-Committee 
experts on the classification lists of hazardous chemicals 

 A. Area: Organisation 

  Question 1: 

Does your country have a list of hazardous chemicals classified in terms of the GHS? 

Response Country/Organiz. 

No Argentina 

Partially, yes. The Australian Dangerous Goods (ADG) List (aligned with UN Model 

Regulations on Transport of Dangerous Goods rev15) contains classifications for 

physical hazards, acute toxicity and aquatic toxicity according to GHS. The ADG Code 

effectively implements the GHS in Australia through land, air and maritime transport 

regulations, for those hazard classes covered in the transport sector. 

Australia 

Yes, the list is included in Annex VI, Table 3.1 to the CLP Regulation (EC) No 

1272/2008, the CLP list. In addition, in 2011 a Classification & Labeling Inventory will 

be developed within the EU. The Inventory is a database which will contain basic 

classification and labeling information on notified substances under the CLP 

Regulation and registered substances under the REACH Regulation (Regulation (EC) 

No 1907/2006). The information will be submitted by manufacturers and importers in 

accordance with the CLP Regulation.  

EU 

No Canada 

GESAMP, the Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine 

Environmental Protection, an advisory body to the UN system (FAO, IAEA, IMO, UN-

DOALOS, UNEP, UNESCO-IOC, UNIDO and WMO) maintains an up to date, peer 

reviewed list of the hazards to the environment and human health of ca. 900 chemicals 

on behalf of the International Maritime Organisation (IMO). 

IMO 

Japan has the list. The results of the classification, approximately on 1,500 chemicals 

can be downloaded from the following site: 

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

Japan 

Yes. Korea 

Yes. Classifications of various chemicals are contained in a number of documents 

issued pursuant to the Hazardous Substances and New Organisms Act 1996 (HSNO 

Act) – notably the Hazardous Substances (Chemicals) Transfer Notice 2006 and the 

Hazardous Substances (Dangerous Goods and Scheduled Toxic Substances) Transfer 

Notice 2004. These lists are consolidated in the HSNO Chemical Classification 

Information Database (CCID) which is available on the ERMA New Zealand website 

at: http://www.ermanz.govt.nz/hs/compliance/chemicals.html 

New Zealand 

Norway will implement the EU regulation on classification and labeling of substances 

and mixtures, CLP. See response from the EU commission. 

Norway 

At this moment, Serbia formally does not have a list of hazardous chemicals classified Serbia 
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Response Country/Organiz. 

in terms of GHS, but the list given in Annex 6 of EU Regulation 1272/2008 is 

transposed in drafted national legislation which should be adopted in the second quarter 

of 2010. 

Switzerland is in the process of implementing GHS according to the Regulation (EC) 

No 1272/2008 (CLP-regulation). Since 1.2.2009, Annex VI Tab. 3.1 of the CLP-

regulation (CLP list of harmonised classification and labelling of hazardous substances)  

is legally binding in Switzerland to the same extend as in the EU for chemicals 

classified according to GHS/CLP. [Questions 2-16: For Annex VI of Regulation (EC) 

Nr. 1272/2008: see EU response]. 

Switzerland 

No  SE-EAQB/ 

China   

See below (Note: refer to question 2) UN secretariat 

Yes but it is transport-specific only.  The transport list is not intended to be a 

comprehensive list of all materials that are regulated for transport.  Rather it is a list of 

appropriate “proper shipping names” – some of which can cover a broad range of 

chemicals/mixtures/solutions. The other sectors, consumer, workplace and 

environmental -- No 

USA 

  Question 2: 

Does your country have a list of hazardous chemicals classified in terms of a system 

other than the GHS?  If so, please specify system 

Response Country/Organiz. 

No Argentina 

Yes. The Hazardous Substances Information System (HSIS) 

(http://hsis.ascc.gov.au/Default.aspx) is maintained by Safe Work Australia and 

contains classifications of industrial chemicals, including pesticide active constituents. 

Pharmaceutical chemicals are not included. The origins of data for the HSIS are the 

previous EU classification which is reflected in the Australian Approved Criteria for 

Classifying Hazardous Chemicals. These classifications are regularly updated on advice 

from Australian assessment agencies. HSIS is updated regularly to reflect changes in 

EU's 30th Adaptation to Technical Progress to Directive 67/548/EEC. Substances are 

also listed in the Standard for the Uniform Scheduling of Drugs and Poisons (SUSDP), 

classified according to legislated criteria contained in National Drugs and Poisons 

Scheduling Committee (NDPSC) classification guidelines. These guidelines take into 

account factors other than the hazard of a chemical. The Poisons Schedules contain 

cosmetics, consumer’s products, human pharmaceuticals, as well as some workplace 

chemicals such as veterinary medicines and pesticides. 

Australia 

Yes, until 01 June 2015, the EU will have a list of harmonised classifications based on 

the criteria of the old Directive 67/548/EEC. This list is included in Annex VI, Table 

3.2 to the CLP Regulation. 

EU 

No Canada 

GESAMP hazard profiles are GHS compatible – the notation may be different but the 

criteria and the hazard banding are the same – and are translated into ‘classifications’ 

for Annex II of the MARPOL Convention covering the transport of bulk liquids and 

IMO 
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Response Country/Organiz. 

gasses by sea. 

The following laws have the list of hazardous chemicals; however the classification 

criteria are different from the GHS: 

 1. Poisonous and Deleterious Substances Control Law 

 2. Fire Defence Law 

 3. Act on Confirmation, etc. of Release Amounts of Specific Chemical Substances 

in the Environment and Promotion of Improvements to the Management Thereof 

 4. Law Concerning the Examination and Regulation of Manufacture, etc. of 

Chemical Substances 

 5. Industrial Safety and Health Law, etc 

Japan 

Yes. Each ministry (Ministry of Employment and Labor, Ministry of Environment, 

National Emergency Management Agency) has the lists of hazardous chemicals. For 

example, there are lists about Toxic substances in Toxic Chemicals Control Act and 

dangerous goods in Dangerous goods Safety act. 

Korea 

No (although the list in the UNRTDG Model Regulations is used for the transport of 

dangerous goods in New Zealand through adoption in the New Zealand Standard NZS 

5433: 2007 -Transport of dangerous goods on land. 

New Zealand 

Norway will implement the EU regulation on classification and labeling of substances 

and mixtures, CLP. See response from the EU commission. 

Norway 

The list of poisons, based on the old Law on Production and Marketing of Poisonous 

Chemicals, which is repealed by new Law on chemicals in May 2009, contains 

dangerous chemicals, not only poisons (but classification criteria were not well defined 

and there for were not comparable with GHS criteria). However, this list will be 

replaced by new list of hazardous chemicals classified in terms of the GHS and 

transposed from Annex 6 of EU Regulation 1272/2008, so the List of poisons is not 

relevant in terms of GHS and the international classification list. 

Serbia 

Yes. Chinese State Administration Of Work Safety has announced <Dangerous 

chemicals List> Rev.2008. 

 

SE-

EAQB/China 

see remark regarding questions 2-16 in the answer to question 1 
Switzerland  

Yes. The list has been developed and regularly updated since 1953 under the auspices 

of the UN ECOSOC Sub-Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods 

(TDG Sub-Committee), on the basis of criteria which were to a large extent, especially 

for physical hazards, fully compatible with those of the GHS. For health hazards, the 

list also takes account of human experience 

UN secretariat 

Yes, the United States has several lists of chemicals developed through both 

government agencies and consensus organizations.  See below for a partial list of 

various chemical databases. 

USA 
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  Question 3: 

Is it a list maintained by a government or an industry? 

Response Country/Organiz. 

Not applicable Argentina 

Government Australia 

The CLP list is maintained by the European Commission. Regularly, additional or 

revised classifications are included in Annex VI. The last amendment was published in 

2009.  

The Inventory will be established and maintained by the European Chemicals Agency 

(ECHA). 

EU 

Not applicable Canada 

By a UN technical organization: namely IMO IMO 

Maintained by the ministries concerned Japan 

Yes, it is maintained by each ministry. Korea 

Government New Zealand 

Norway will implement the EU regulation on classification and labeling of substances 

and mixtures, CLP. See response from the EU commission. 

Norway 

Not relevant because of the reasons given previous responses (question No 2. and 1.) Serbia 

see remark regarding questions 2-16 in the answer to question 1 Switzerland 

Government  SE-EAQB   

The list is maintained by the UN Secretariat on the basis of the decisions taken by the 

TDG Sub-Committee and inputs by both governments and industry. 

UN secretariat 

A qualified yes – it is time consuming and cumbersome to keep a list of 10s of 

thousands chemicals up to date.   

USA 

  Question 4: 

Who owns/maintains the classification list of chemicals? 

Response  Country/Organiz. 

Not applicable Argentina 

The current non-GHS lists are maintained by Safe Work Australia and by the 

Commonwealth Department of Health and Ageing. 

Australia 

see above EU 

Not applicable Canada 

GESAMP issues a GHS compatible hazard profile (not a classification) at the request 

of IMO – the owner is IMO and GESAMP 

IMO 

Maintained by the ministries concerned Japan 
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Response  Country/Organiz. 

The list is maintained by KOSHA. Korea 

Maintained by ERMA NZ under the provisions of the Hazardous Substances and New 

Organisms Act (HSNO Act) 

New Zealand 

Norway will implement the EU regulation on classification and labeling of substances 

and mixtures, CLP. See response from the EU commission. 

Norway 

Not relevant because of the reasons given previous responses (question No 2. and 1.) Serbia 

see remark regarding questions 2-16 in the answer to question 1 Switzerland 

Maintained by Chinese government. SE-EAQB 

The TDG Sub-Committee UN secretariat 

Several lists are maintained by EPA USA 

  Question 5: 

Is it publicly available? 

Response Country/Organiz. 

Not applicable Argentina 

Yes, both the HSIS (http://hsis.ascc.gov.au/Default.aspx) and the SUSDP 

(http://www.tga.gov.au/ndpsc/susdp.htm#susdp) are publicly available. 

Australia 

Yes, the CLP Regulation is publicly available via the Official Journal of the European 

Union:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF  

The Inventory will be publicly available via the ECHA website. 

EU 

Not applicable Canada 

Yes, from the IMO website, published as the GESAMP composite list (document 

BLG.1/ Circ.29, Annex 6 (latest version 30 April 2009). 

IMO 

Any type of the list of chemicals is publicly available.   Japan 

Yes, the information is publicly available via KOSHA homepage (members only). 

• http://www.kosha.or.kr 

Korea 

Yes at: http://www.ermanz.govt.nz/hs/compliance/chemicals.html   

Access is also available through the OECD eChemPortal at: 

http://webnet3.oecd.org/echemportal/ 

New Zealand 

Norway will implement the EU regulation on classification and labeling of substances 

and mixtures, CLP. See response from the EU commission. 

Norway 

Not relevant because of the reasons given previous responses (question No 2. and 1.) Serbia 

see remark regarding questions 2-16 in the answer to question 1 Switzerland 

Yes SE-EAQB 
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Response Country/Organiz. 

Yes. The list is included in Part 3, Chapter 3.2 of the UN Model Regulations on the 

Transport of Dangerous Goods and is available in the 6 UN official languages (English, 

French, Russian, Spanish, Arabic and Chinese) 

UN secretariat 

Yes USA 

  Question 6: 

Is it a legally binding list of classifications? 

Response Country/Organiz. 

Not applicable Argentina 

Yes, both lists are given legal effect by Australia’s state and territory jurisdictions. Note 

however, that Safe Work Australia intends HSIS to be merely advisory when the GHS 

is implemented in 2012 for workplace chemicals, for the reason that it is the duty under 

workplace chemical laws of manufacturers and suppliers to classify chemicals correctly 

and the GHS is a self-classification system. 

Australia 

The CLP list is legally binding. The Inventory is not legally binding. EU 

Not applicable Canada 

The hazard profiles are used as the basis for all IMO Pollution category, ship type and 

tank type classifications plus the assignment of carriage conditions as an integral part of 

Annex II of the MARPOL Convention as implemented through the IBC Code. 

IMO 

There are two types of list, one is legally binding, another not binding. 

The classification results according to the GHS are not legally binding. 

Japan 

No, it’s not mandatory, for information only. Korea 

Yes, where the classifications are given for a chemical that has an approval under the 

HSNO Act (an approval number will be given on the CCID record) they are legally 

binding for that chemical. 

New Zealand 

Norway will implement the EU regulation on classification and labeling of substances 

and mixtures, CLP. See response from the EU commission. 

Norway 

Not relevant because of the reasons given previous responses (question No 2. and 1.) Serbia 

see remark regarding questions 2-16 in the answer to question 1 Switzerland 

No  SE-EAQB/ 

The list, as it appears in the UN Model Regulations is not legally binding, since these 

Model Regulations are of a recommendatory nature. However, it has been transposed –

as a mandatory list-into all major international and regional  legal instruments 

regulating the international transport of dangerous goods such as: the “European 

Agreement on the Transport of Dangerous Goods” (ADR) (45 contracting parties); the 

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) (mandatory in 159 

countries); the ICAO Technical Instructions on the Safe Transport of Dangerous Goods 

by Air (mandatory in 190 countries); “European Agreement on the Transport of 

Dangerous Goods by inland Waterways (ADN) (13 Contracting Parties); Regulations 

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (44 countries). It has 

UN secretariat 
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Response Country/Organiz. 

also been transposed- as a mandatory list- into national legislation governing inland 

domestic traffic in many countries of the world, e.g. (but not limited to) all EU 

countries, USA, Canada, Australia 

If we understand this question, the only chemical database that is GHS-compliant is the 

one used by U.S. DOT, and this database is binding for the shipping and transport 

sector. 

USA 

  Question 7: 

By which process is the classification of chemicals derived? 

Response Country/Organiz. 

Not applicable Argentina 

The substances on HSIS are classified in accordance with the Australian Approved 

Criteria for Classification of hazardous substances, which is based on the pre-GHS EU 

classification scheme. The substances on Australia’s Poisons Schedule are classified in 

accordance with Australian-specific guidelines that include both hazard and risk 

assessment processes to categorise chemicals. 

Australia 

CLP list: 

In accordance with Article 37 of the CLP Regulation, proposals for harmonised 

classifications can be submitted by EU Member States (MS) Competent Authorities 

(CAs) or, subject to certain conditions, by industry. These proposals are to be submitted 

to ECHA established under Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH Regulation).  

After the consultation of the Risk Assessment Committee (RAC) managed by ECHA 

and composed of experts from EU MS and stakeholders, ECHA prepares a harmonised 

classification and labelling proposal. The proposal is then open for public consultation. 

Following the public consultation, RAC prepares an opinion on the proposal for 

harmonised classification and labelling and ECHA forwards the opinion and comments 

received to the EU Commission. The Commission, if it finds the harmonisation of the 

classification and labelling of the substance concerned appropriate, will draft a 

legislative proposal to include the classification and labelling information in the Tables 

3.1 and until 01 June 2015 in Table 3.2 of Annex VI to the CLP Regulation. The 

legislative proposal will need to be adopted by a regulatory procedure with scrutiny. 

Inventory: 

Where for the same substance, the notifications result in different entries on the 

Inventory, the notifiers shall make every effort to come to an agreed entry to be 

included in the inventory. The notifiers shall inform ECHA accordingly. 

EU 

Not applicable Canada 

Hazard profiles are determined by peer review of publicly available and proprietary 

industry data. 

IMO 
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Response Country/Organiz. 

The GHS inter-ministerial committee has discussed the classification result when the 

substance is classified according to the GHS. Currently there is another mechanism to 

classify the substances which are regulated in the laws described above. 

Japan 

Chemicals are classified by expert judgement according to internal classification 

guideline. 

Korea 

Existing chemicals (pre-2001) were transferred into the HSNO Act framework by 

ERMA NZ following classification against the criteria contained in the Hazardous 

Substances (Classification) Regulations 2001. These criteria align with the early 

version (2000) of the GHS. These chemicals were classified using the best data 

available to ERMA New Zealand at the time of classification. New chemicals (post-

2001) are subject to an application process by industry to ERMA NZ which involves 

the classification against these same (early GHS) criteria. The applicant provides the 

classification of the chemical in the application and this is reviewed by ERMA New 

Zealand. Applications are open for public consultation. Information on the application 

process can be found at: http://www.ermanz.govt.nz/hs/applications/release.html 

New Zealand 

Norway will implement the EU regulation on classification and labeling of substances 

and mixtures, CLP. See response from the EU commission. 

Norway 

Not relevant because of the reasons given previous responses (question No 2. and 1.) Serbia 

see remark regarding questions 2-16 in the answer to question 1 Switzerland 

Currently chemicals are classified according to their intrinsic hazards defined by TDG 

criteria and will be classified by GHS 

SE-EAQB 

Chemicals are classified according to their intrinsic hazards defined by GHS criteria to 

the extent these criteria are relevant in the transport context. Classification is made on 

the basis of consideration of data submitted to the Committee of Experts by 

governments, intergovernmental and international organizations. 

UN secretariat 

Not Applicable USA 

  Question 8: 

Can you provide a reference for the applied classification criteria? 

Response Country/Organiz. 

Not applicable Argentina 

Yes: Australian Approved Criteria for Classifying Hazardous Substances [NOHSC: 

1008 (2004)] (http://www.safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/C3F31984-D009-

415E-A5BA-F6CD5638A7EF/0/approved_criteriaNOHSC1008_2004.pdf) and 

NDPSC Guidelines (http://www.tga.gov.au/ndpsc/ndpscg.pdf) 

Australia 

The applied classification criteria are laid down in Annex I to the CLP Regulation 

which is based on the GHS. 

EU 

Not applicable Canada 

Hazard profiles are prepared according to GESAMP Reports & Studies 64 (2002), 

available from www.gesamp.org 

IMO 
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Response Country/Organiz. 

Concerning the GHS classification: Yes. The JIS (Japan Industrial Standards) for GHS 

classification and Classification Manual have been published. 

Concerning substances regulated in the laws: Case by case 

Japan 

Yes, the guideline is available in from http://oshri.kosha.or.kr. Korea 

The classification criteria are contained in the Hazardous Substances (Classification) 

Regulations 2001 

(http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2001/0113/latest/DLM33833.html) 

which are issued under the HSNO Act. The criteria in these regulations are based on the 

proposals for the GHS in 2000. A table on the CCID web page denotes the differences 

between the HSNO Act classification criteria and more recent versions of the GHS.  

A process to update these regulations to reflect the 3rd Revised Edition of the GHS 

(2009) is underway, see: http://www.ermanz.govt.nz/hs/abouths/ghscriteria.html  

A guide on the application of the existing criteria to the classification of chemicals and 

mixtures is available at:  http://www.ermanz.govt.nz/hs/t&c/HSNOUGTC.pdf 

New Zealand 

Norway will implement the EU regulation on classification and labeling of substances 

and mixtures, CLP. See response from the EU commission. 

Norway 

Not relevant because of the reasons given previous responses (question No 2. and 1.) Serbia 

see remark regarding questions 2-16 in the answer to question 1 Switzerland 

China government has regulated dangerous chemicals using UN Model Regulations. 

GB(national standard) 13690-2009 (General Rule for Classification and Hazard 

Communication of Chemicals) stipulates that chemicals shall be classified according to 

the 26 GHS classification standards, which are already in place. 

SE-EAQB 

The Classification criteria are described, for each of the hazard classes, in the relevant 

chapters of Part 2 of the UN Model Regulations. 

UN secretariat 

See links below (Note: refer to Part III of this document) USA 

  Question 9: 

Does the list contain the data on which the classifications were made? 

Response Country/Organiz. 

Not applicable Argentina 

No, neither the SUSDP nor HSIS contain the data used on which the classification is 

based. HSIS contains only the source of information and reference.  

Note: UN RTDG data considered by the Committee in the past is kept by the UN 

Secretariat and can be obtained on request. The data on which Australian authorities 

based classification decisions (such Poisons Schedule decisions) are held by the 

responsible regulator. 

Australia 

CLP list:  

No it does not. However, for classifications made until mid 2007, the reports which 

summarise the conclusions for a classification are publicly available via the web site of 

the Joint Research Centre. For classifications made after this period the documentation 

is available on ECHA's website, subject to confidentiality claims.  

EU 
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Response Country/Organiz. 

Inventory:  

No it does not. However, where a substance has been classified in some but not all 

hazard classes or differentiations, an indication of whether this is due to lack of data, 

inconclusive data, or data which are conclusive although insufficient for classification 

should be indicated. 

Not applicable Canada 

The list contains metadata in the form of banded ratings in order to protect confidential 

data; the original data is maintained in hard copy and electronic form by IMO in 

London, including confidential company information – all hazard profiles can be 

reconstructed at any point in time on the basis of the archived information. 

IMO 

Concerning the GHS classification : Yes 

Concerning substances regulated in the laws: No 

Japan 

No, but in preparation. The data concerning classification can be searched on website 

by each chemical, not the list 

Korea 

Yes. In many cases this is test data from international published sources that has been 

evaluated against the HSNO (GHS) classification criteria. In other cases, the 

classification has been derived by ‘translation’ from existing EU classifications ie. R 

phrases. 

New Zealand 

Norway will implement the EU regulation on classification and labeling of substances 

and mixtures, CLP. See response from the EU commission. 

Norway 

Not relevant because of the reasons given previous responses (question No 2. and 1.) Serbia 

see remark regarding questions 2-16 in the answer to question 1 Switzerland 

No  SE-EAQB 

No. The secretariat keeps records of data submitted (which are issued in official UN 

documents for consideration by the TDG Sub-Committee). A form for submitting such 

data is included  as Figure 1 of the United Nations Recommendations on the Transport 

of Dangerous Goods 

UN secretariat 

Nil USA 
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 B. Area: GHS 

  Question 10: 

What type of GHS classified chemicals, if any, do you have on that list? 

Response Country/Organiz. 

Not applicable Argentina 

The HSIS does not use the GHS as a basis for classification at this time but will contain 

GHS-classified chemicals from 2012. Plans for reclassifying the SUSDP, for which the 

scope is domestic chemicals including cosmetics, according to GHS are being 

developed. 

Australia 

CLP list:  

The list includes classifications of industrial substances, active ingredients of Plant 

Protection Products and Biocides. 

Inventory:  

Under the CLP Regulation  a notification has to be submitted for the following 

substances: 

-  Substances subject to registration under REACH and placed on the market. This 

will also apply to certain substances contained in articles where REACH Article 7 

provides for their registration. In case a substance has already been registered 

under REACH with the CLP classification and labeling or notified under CLP no 

further notification shall be submitted;  

-  Substances classified as hazardous under CLP and placed on the market, 

irrespective of the tonnage; and  

- Substances classified as hazardous under CLP and present in a mixture above the 

concentration limits specified in Annex I of CLP or as specified in the Dangerous 

Preparations Directive (Directive 1999/ 45/EC), which results in the classification 

of the mixture as hazardous, and the mixture is placed on the market. 

EU 

Not applicable Canada 

Ca. 900 of the highest volume and most frequently transported chemicals. IMO 

The hazardous chemicals classified according to the GHS are those which are required 

MSDS by the laws followed. 

1. Industrial Safety and Health Law 

2. Poisonous and Deleterious Substances Control Law 

3. Act on Confirmation, etc. of Release Amounts of Specific Chemical Substances 

in the Environment and Promotion of Improvements to the Management Thereof 

Japan 

The list includes industrial substances which is legally controlled or highly used among 

existing chemicals in Korea. 

Korea 

Industrial chemicals; dangerous goods (as in UNRTDG, including gases, solvents, 

petroleum substances); components of commercial, domestic, and industrial products; 

pesticide, veterinary medicine and pharmaceutical active ingredients. 

New Zealand 

Norway will implement the EU regulation on classification and labeling of substances 

and mixtures, CLP. See response from the EU commission. 

Norway 

Not relevant because the list of poisons was not prepared according to criteria Serbia 
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Response Country/Organiz. 

comparable with the GHS criteria. Furthermore, this List of poisons will be repelled in 

second quarter of 2010 and replaced by new List of classified substances which will be 

fully transposed from Annex 6 of EU Regulation 1272/2008. 

see remark regarding questions 2-16 in the answer to question 1 Switzerland 

Not applicable  SE-EAQB 

Most types of GHS classified chemicals, provided that they are most commonly 

transported, and except those possessing hazardous properties that do not require 

specific transport conditions. The hazards covered are all physical hazards (with some 

low hazard categories excepted in a few cases); acute toxicity (Cat. 1, 2 and 3); 

corrosivity, and hazardous to the aquatic environment (Acute 1 and Chronic 1 and 2) 

(For transport in sea-going or inland navigation chemical tankers:: Acute 1,2 and 3 and 

Chronic 1,2 and 3). 

Hazards to the environment are not indicated if the substance possesses other hazards 

subject to transport regulations. There are nevertheless identified in the IMDG Code list 

(marine pollutants). 

Hazards not relevant to the transport regulatory system are not indicated 

UN secretariat 

For transportation only USA 
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Question 11: 

Are the chemicals on the list classified in accordance with the GHS classification 

criteria? 

Response Country/Organiz. 

Not applicable Argentina 

Currently workplace chemicals are classified according to the Australian Approved 

Criteria for Classifying Hazardous Substances [NOHSC: 1008 (2004)] which is based 

on pre-GHS EU classification scheme. Substances listed in the Standard for the 

Uniform Scheduling of Drugs and Poisons (SUSDP) are classified according to 

legislated criteria contained in National Drugs and Poisons Scheduling Committee 

(NDPSC) classification guidelines. 

Australia 

Yes, in so far as the GHS criteria are included in Annex I to the CLP Regulation.  

However, the CLP Regulation does not include all GHS categories. For example, the 

CLP Regulation does not cover categories such as acute toxicity cat. 5, aspiration 

hazard cat 2 and aquatic toxicity cat 2 and 3.  

EU 

Not applicable Canada 

They are rated according to GHS criteria. IMO 

Yes. As for some laws concerned, it's under consideration to accord criteria of 

substances regulated by the laws to GHS criteria. 

Japan 

Yes. Korea 

Yes, but as discussed above the classification criteria used are essentially those 

contained in the original (2003) version of the GHS. The exception is the criteria for 

flammable aerosols which were taken from the UNRTDG 11th revised edition (1999). 

The classifications contained in the CCID are denoted by the New Zealand 

alphanumeric codes for identifying the GHS classification categories. However, a table 

is available on the CCID web page that provides correlation of these with the GHS 

categories. 

New Zealand 

Norway will implement the EU regulation on classification and labeling of substances 

and mixtures, CLP. See response from the EU commission. 

Norway 

No, but it is not relevant because the List of poisons will be repelled very soon and 

replaced by new List of classified substances fully transposed from Annex 6 of EU 

Regulation 1272/2008. 

Serbia 

see remark regarding questions 2-16 in the answer to question 1 Switzerland 

SE-EAQB/ China   SE-EAQB 

In theory yes, to a large extent, in particular for physical hazards. However, for toxicity, 

the criteria have changed over the time, and substances have not been systematically 

reclassified on the basis of new criteria, since the TDG Sub-Committee considered that 

adoption of new criteria should not affect existing classified substances. In addition, 

some substances were classified a long time ago on the basis of human experience, and 

human experience does not necessarily match the GHS criteria. 

Some substances were also classified on the basis of test results, and this classification 

may be sometimes more realistic than classification based on the application of some 

UN secretariat 
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Response Country/Organiz. 

“default” classification systems allowed by the GHS (e.g. use of pH values for 

corrosivity, which can lead to over classification in the transport system) 

Yes, but does not include all of the health classes USA 

 

  Question 12: 

In case if not all the chemicals on your list are classified in accordance with the GHS 

criteria, how many GHS classified chemicals do you have listed? 

Response Country/Organiz. 

Not applicable Argentina 

Not applicable Note: There are 1200 pure substances on the ADG list of chemicals 

which are classified according to the GHS for physical, acute toxicity and 

environmental hazards. 

Australia 

The CLP list (table 3.1 of Annex VI to CLP Regulation) includes approximately 4000 

entries covering approximately 8000 substances classified according to the GHS 

criteria. 

EU 

Not applicable Canada 

All follow the GHS criteria. IMO 

1,500 chemicals Japan 

11,377 chemicals are classified in accordance with the GHS Korea 

There are approximately 5400 GHS classified chemicals on the HSNO CCID. As noted 

above, a number of these have been classified by ‘translation’ from existing EU R-

phrase classifications. 

New Zealand 

Norway will implement the EU regulation on classification and labeling of substances 

and mixtures, CLP. See response from the EU commission. 

Norway 

Nil Serbia 

see remark regarding questions 2-16 in the answer to question 1 Switzerland 

Not applicable  SE-EAQB 

About 1700. The Dangerous Goods list contains about 2700 entries but some of them 

correspond to articles (out of the scope of the GHS), hazards not subject to GHS 

(radioactivity, infectious and other miscellaneous hazards). Furthermore the list 

includes a great number of generic or so-called “Not otherwise specified” entries which 

are intended to let the industry to properly classify, for transport; substances which are 

not listed by name but which meet the classification criteria. Only substances carried 

internationally in significant quantities are deemed to deserve an entry in the list. 

UN secretariat 

Nil USA 
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 C. Area: Resources 

  Question 13: 

Do you have sufficient resources for maintaining the list? 

Response Country/Organiz. 

Not applicable Argentina 

There are adequate resources to maintain the existing classification list of chemicals 

(HSIS), however this is dependent on the EU continuing to revise their classification list 

in table 3.2 in Annex 6 of the CLP regulations. There are limited resources available to 

maintain the chemicals listed under the Poison Schedules. 

Australia 

CLP list:  

The legal basis to maintain the list is laid down Title V, Chapter 1 of the CLP 

Regulation. 

Inventory: 

The legal basis to maintain the Inventory is laid down in article 42 of the CLP 

Regulation. 

EU 

Not applicable Canada 

Yes, industry submitting new substances for evaluation is charged a fee per hazard 

profile. The work is also supported by IMO since 1969. 
IMO 

It depends on the number of chemicals to be classified. Japan 

Yes. Korea 

At present yes. Only a few new chemicals are introduced to New Zealand each year and 

these are able to be added to the list. Also, corrections are able to be made to the list as 

new information is provided and classifications updated on an annual basis. 

New Zealand 

Norway will implement the EU regulation on classification and labeling of substances 

and mixtures, CLP. See response from the EU commission. 
Norway 

This question is not relevant for old List of poisons, but government established the 

Serbian chemicals agency as institution responsible for chemicals management in Serbia, 

as well as, maintaining of List of classified substances transposed from Annex 6 of EU 

Regulation 1272/2008. This new list will be published in Serbian Official Gazette in the 

second quarter of 2010.  As this list will be made and amended by simplified procedure 

e.g. transposition from EU Regulation there are enough resources for its maintaining. 

Serbia 

see remark regarding questions 2-16 in the answer to question 1 Switzerland 

Yes. Chinese state administration of work safety has worked on preparation of new 

edition of <Dangerous chemicals List>, which will classify dangerous chemicals based 

on GHS. 

SE-EAQB 

Yes UN secretariat 

Nil USA 
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  Question 14: 

Do you have future plans set in place for the maintenance of the list? 

Response Country/Organiz. 

Not applicable Argentina 

Yes, Safe Work Australia intends to adopt the EU classification list in Table 3.2 in 

Annex VI of CLP as part of implementation of the GHS for workplace chemicals in 

2012 and continue to update this list as Australian agencies classify pesticide active 

ingredients and other industrial chemicals. However, the list will be non-mandatory and 

for guidance only. Maintenance of the Poisons schedules for domestic chemicals 

including cosmetics is an ongoing process. 

Australia 

See answer above. (Note: refer to question 13) EU 

Not applicable Canada 

The GESAMP composite list is up to date having been completely revised by a 

dedicated peer review group of GESAMP between 1998 and 2006, when the revised 

Annex II of MARPOL entered into force 

IMO 

Under consideration 

Some Ministries concerned already have draft results of classification of substances 

based on GHS criteria. 

Japan 

Yes.  Korea 

No specific plans are set in place, however, after the classification criteria are updated 

in the HSNO regulations a number of the classifications currently assigned to chemicals 

on the CCID will need to be updated. It is likely this will occur over a 5 year period 

(2011-2015). 

New Zealand 

Norway will implement the EU regulation on classification and labeling of substances 

and mixtures, CLP. See response from the EU commission. 
Norway 

This question is not relevant for old list of poisons, but the new List of classified 

substances will be made and amended by transposition from Annex 6 of Regulation 

1272/2008.  

In this regards, the New Law on Chemicals provides a legal basis for preparation and 

adoption of bylaw regulating implementation GHS. The Law on chemicals has taken 

into account the existing EU regulations on classification, labeling and packaging 

(Directive 67/548/EEC; Directive 1999/45/EC) but also the new EU Regulation on 

GHS (Regulation 1272/2008) which will be fully transposed into national legislation by 

adoption of corresponding bylaw, as well as the transitional periods for re-classification 

and re-labeling of chemicals according to this EU Regulation. 

Serbia 

see remark regarding questions 2-16 in the answer to question 1 Switzerland 

Yes. Draft of <Dangerous chemicals List> will release in late 2010 and will be 

amended and maintained in future 
SE-EAQB   

This is done on a regular basis as the needs occur and on the basis of proposals by 

governments/industry 
UN secretariat 

Nil USA 
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  Question 15: 

Is the classification list to be expanded or developed? 

Response Country/Organiz. 

Not applicable Argentina 

The GHS classification list of chemicals on HSIS will expand over time as the EU 

under the CLP Regulations and Australia’s Commonwealth government agencies 

classify veterinary medicines, pesticide and other industrial chemicals as part of the 

authorisation processes. 

Australia 

The development of the list has been and will be an ongoing process. EU 

Not applicable Canada 

It expands by ca. 10 to 20 requests for new chemicals per year and an equal number of 

queries from industry for modifications to profiles based on new data – it is thus in a 

relatively stable phase following a decade of investment. Being embedded as It is in the 

Convention implementation mechanism of a UN technical agency, it is properly 

maintained. 

IMO 

Expanded. Japan 

Yes. Korea 

It is likely to be developed as described above (Note: refer to question 14). As 

resources permit, it may be expanded to include some component chemicals which are 

present only in mixtures in New Zealand. 

New Zealand 

Norway will implement the EU regulation on classification and labeling of substances 

and mixtures, CLP. See response from the EU commission. 
Norway 

Yes, as it considers the List of classified substances that is transposed from Regulation 

1272/2008. 
Serbia 

see remark regarding questions 2-16 in the answer to question 1 Switzerland 

It is likely to be developed as described above in question 14. SE-EAQB 

Yes. The list is updated every 2 years, but bearing in mind that only substances that are 

carried in significant quantities are listed, the other ones have to be self-classified by 

the industry under the relevant generic entry. 

UN secretariat 

Nil USA 

  Question 16: 

Describe how it will be developed? 

Response Country/Organiz. 

Not applicable Argentina 

The same as current arrangements. Australia 

See the answer above about the process of classification. EU 

Not applicable Canada 

Maintenance or development is at the request of IMO – GESAMP is a subsidiary body IMO 
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Response Country/Organiz. 

Ministries concerned fund and organize the classification projects. Japan 

About 1,800~2,000 chemicals will be newly classified every year. 

The chemicals already classified will be reviewed by annual plan. 

Korea 

As above (Note: refer to questions 14, 15). New Zealand 

Norway will implement the EU regulation on classification and labeling of substances 

and mixtures, CLP. See response from the EU commission. 
Norway 

The new List of Classified Substances will be fully transposed from the Annex VI to 

EU Regulation 1272/2008. If new substances are added into Annex VI to EU 

Regulation 1272/2008 it will be added into List of classified substances. 

Serbia 

see remark regarding questions 2-16 in the answer to question 1 Switzerland 

The old edition of <Dangerous chemicals List> is based on UN Model Regulations and 

focus on acute/physics dangerous category. The new edition of <Dangerous chemicals 

List> will be based on GHS and will add healthy/environment dangerous category into 

SE-EAQB 

Following consideration of data submitted to the Committee of Experts by 

governments, intergovernmental and international organizations. 
UN secretariat 

Nil USA 
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D.  Area: For the future discussions on classification lists 

  Question 17: 

Would you find an international list of chemicals classified in terms of the GHS 

useful? 

Response Country/Organiz. 

An international list/database of GHS classifications for substances would be a useful 

resource for companies, particularly those with limited resources (e.g. small 

enterprises) but the use of such a list should be voluntary.  However, it is recognised 

that some countries/regions may choose to mandate the classification of certain 

substances. 

AISE 

Many industries and governments are engaged in implementing the GHS, which is a 

resource-intensive process.  Adding to this burden by asking the commitment of 

resources to develop an international list of classified chemicals could be expected to 

divert resources away from implementation initiatives at the national and regional 

levels, thereby delaying implementation.  The process of developing such a list would 

be burdensome because it should address factors that contribute to the current state of 

different classifications and establish procedures that address the sources of those 

differences, including: 

1. Differences in how countries are implementing the options incorporated in the 

GHS 

2. Challenges in linking chemicals to relevant sets of data.  Datasets that nominally 

appear to be relevant to the same substance, under the definition of "substance "under 

the GHS may actually apply to different substances when the additives, impurities and 

solvents are considered.  That will likely require knowledge of the processes used to 

produce a substance, which may not be readily available. 

3. Differences in how classifiers apply expert judgement and weight of evidence 

evaluations 

Until the technical issues are resolved, creation of a single, global list can't be done.  

Even with technical issues resolved, consideration of producing such a list should be set 

aside until the time when countries are more harmonized on the options they adopted 

for GHS implementation 

ACI  

Yes, because it will provide the same classification criteria. Argentina 

If the classifications of the chemicals were derived based on an internationally agreed 

process to which Australia subscribed, then ‘yes’ the list would be useful, but only for 

guidance purposes rather than regulation. For an international classification list to be 

useful, particularly as a guide to foster consistency, internationally agreed processes 

would need to be developed for the nomination of candidate chemicals, review 

processes and the classification of chemicals (choice of end points, study relevance 

etc), as well as for managing data ownership issues. Australia would need to engage in 

whole of government discussions before agreeing how such a list could be developed 

and used. This would need to be further considered as a significant policy decision of 

government. 

Australia 

YES. Most suppliers of chemicals operate on a global basis and are using global 

management tools for classification, labelling, SDS, transport documents, etc. A 

difference in classification in different regions for the same chemical prevent the 

effective use of the global tools 

EIGA 

To set up an international list of classified substances could be very useful. It is also in EU 
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Response Country/Organiz. 

line with the SAICM objective with regard to knowledge and information on chemical 

substances. However, it will be a tremendous task, therefore priorities (e.g., limited to 

some hazard classes, specific categories of substances like pesticides) have to be set, 

procedures have to be developed etc. by taking into account existing activities (e.g., 

dangerous goods list of the UN, list of the International Agency for Research on 

Cancer) 

Possibly, provided that the list uses the same classification criteria adopted by the 

various sectors in Canada and that there is agreement on the datasets used. 
Canada 

The need does not arise for GESAMP – most of the new chemicals being submitted are 

not pure chemicals but substances and mixtures as transported. 
IMO 

An international list of chemicals classified in terms of the GHS has the most value 

when it is accepted by all countries implementing the GHS. The proliferation of 

national/regional lists is contrary to harmonization. See answers to Question 19 for 

attributes necessary to make an international list of chemicals classified in terms of the 

GHS useful. 

The benefits of an international list of chemicals classified in terms of the GHS include 

supporting cost-effective implementation; avoiding duplication of effort; and promoting 

harmonization/consistency in classification. These benefits apply to everyone and will 

be greater in countries without national GHS implementing legislation and regulation.    

IPIECA 

A unanimous YES. 

Especially useful (or even necessary) for small to medium businesses which lack 

resources to devote to classification, and/or for those operating in more than one 

country/region. 

Comment: to be useful the classifications must be based on multiple datasets and be 

universally accepted. 

IPPIC 

It must be very helpful and useful when content of the list is proved to be adequately 

reliable and reasonable, for example, by disclosing the data (or information) on which 

the classifications were made. 

Japan 

Yes, it will be useful and correspond to original purpose of the GHS Korea 

Yes. New Zealand 

Norway take part in the EU work related to the harmonised list of classification in 

Annex VI of the CLP regulation and support this work. This ECHA inventory list will 

be available on internet for all users from all countries. Since this list is based on the 

GHS criteria, suppliers from developed and less developed countries can use this list in 

their work with classification and labelling.  

The idea of an international list of chemicals at the GHS level might be useful in theory 

and supports the idea of GHS. However, this will require a lot of resources to establish 

and maintain. Norway is therefore reluctant to support an establishment at GHS level at 

this stage, since this will be complicated, need a lot of resources and be very time 

consuming.  If additional resources are available, we would prefer to use this on further 

development of the criteria in the recommendation and a future development of a 

manual of decision. Also resources could be spent on helping developing countries 

implementing GHS. 

Norway 

Yes Serbia 

Yes, an international list of harmonized classifications of chemicals would be useful 

and could be an important part of the overall harmonization process. 
Switzerland 
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Response Country/Organiz. 

Very useful  SE-EAQB 

Yes, there are some lists very useful such as EU list. SRICI  

Yes UN secretariat 

This question is premature for United States.  OSHA is currently compiling comments 

from their stakeholders on the usefulness of lists submitted to OSHA through their 

rulemaking process.  OSHA is scheduled to report on the feedback at the next UN 

subcommittee working group meeting 

USA 

  Question 18: 

What do you see as the primary group of users of an international classification list 

(manufacturer’s guidance or for harmonisation only)? 

Response Country/Organiz. 

Any international classification list of GHS classifications for substances should be 

provided as guidance only.  Chemical producers or users should be allowed to self-

classify as far as possible (in line with GHS 1.3.2.1.2).  Companies with valid data that 

show results which are contrary to the listed classification, should be free to use such 

results for classification 

AISE 

National, regional, or other available lists or databases of classifications for individual 

chemicals might provide useful references for classifiers and labelers, particularly those 

with fewer resources (e.g., small enterprises).  However, as countries move forward 

with GHS implementation, the objective of self-classification stated in the GHS 

framework should be maintained.  Therefore, use of such lists should be voluntary.  

However, all classifiers may find value having access to data on substances that can be 

used to decide on a classification for a substance. 

ACI 

Developing countries, countries with economies in transition, specialy small and 

medium enterprises. 
Argentina 

This would depend on the type of list developed and its purpose. At present, lists are 

used by manufacturers and suppliers of chemicals and chemical products for 

compliance with their duties to classify under hazardous chemicals regulations, 

primarily for the purposes of producing labels and SDS. Australia’s HSIS is also used 

for compliance and enforcement purposes by safety regulatory authorities. 

Australia 

The suppliers of chemicals EIGA 

The primary group of users would be suppliers and users of substances and authorities 

in developed and developing countries, as well as the packaging and transport sectors 
EU 

Developing countries, countries with economies in transition, industry – particularly 

small and medium enterprises. 
Canada 

UN agencies such as IMO, UNIDO, ILO, etc 

Developing countries setting up Chemicals control for the first time and not wishing to 

repeat classifications 

Harmonization and manufacturers guidance 

IMO 

An international list of chemicals classified in terms of the GHS is useful to 

governments to avoid duplication of effort in creating national systems; to facilitate 

international trade in chemicals; to promote harmonization/consistency; and to reduce 

the costs of enforcement. Also an international list of chemicals classified in terms of 

IPIECA 
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the GHS will improve safety for workers and others through consistent and harmonized 

communications on chemical hazards and practices to follow for safe handling and use. 

An international list of chemicals classified in terms of the GHS is useful to 

manufacturers to promote cost-effective implementation; to facilitate international trade 

in chemicals; in applying expert systems resulting in maximizing expert resources and 

minimizing labour and costs; to facilitate electronic transmission systems with 

international scope; to promote harmonization/consistency; to expand the use of 

training programs on health and safety; to improve the credibility of communication; 

and to reduce laboratory testing on animals. 

 

Furthermore, an international list of chemicals classified in terms of the GHS 

will greatly benefit countries without national GHS implementing legislation and 

regulation and countries lacking the capacity to implement the GHS.    

Use is foreseen equally by both 

- manufacturers/suppliers/users of chemicals, to classify their products, and  

- government regulators, to ensure harmonisation between territories. 

IPPIC 

Firstly manufactures of chemicals and articles including chemicals, secondly 

government (ministries concerned). 
Japan 

It’s helpful to government, manufacturers, NGO, union, and especially developing 

countries 
Korea 

Manufacturers and suppliers of chemicals and chemical products – primarily for the 

classification of mixtures for the purposes of producing labels and SDS. Also 

regulatory agencies for the purposes of international harmonisation and border control 

and enforcement authorities. 

New Zealand 

See comments above (Note: refer to question 17) Norway 

An international list of chemicals classified in terms of the GHS could be useful as list 

that Serbian manufacturers and exporters, as well as importers could use as reference 

for classification of substances which are not on EU market and are not given in List of 

classified substances transposed from Annex 6 of EU Regulation 1272/2008, but the 

classification must be done according to the rules given in national legislation which is 

harmonised with EU legislation in this area. 

Serbia 

Industry (manufacturers of substances, formulators of mixtures, suppliers of chemical 

products), enterprises of the transport sector, professional users of chemicals, NGOs, 

authorities of countries 

Switzerland 

This international classification list can help classification harmonization between 

different countries and give guides to manufacturers, retailers, transport departments 

and customers. 

SE-EAQB 

The list should be consistent in all countries no matter it is used for guidance or for 

harmonisation.   
SRICI 

Manufacturers, especially small and medium enterprises, control and enforcement 

authorities, developing countries 
UN secretariat 

We will include this in our feedback in July USA 
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Question 19: 

Who should develop and maintain such an international list? 

Response Country/Organiz. 

Suggest that such a list should come under the auspices of the UNSCEGHS AISE 

If a program to develop an international list were to go forward, the capabilities of 

candidate intergovernmental organizations to develop and manage the list should be 

assessed against a set of criteria.  The criteria should address the size of the resources 

and competency of the resources needed to perform the task.  Regarding the needed 

competency, the development of an international list would require strong expertise in 

environmental and human health assessment, such as OECD and IPCS.  

During the development of procedures for creating an international list of 

classifications, the implementation of those procedures, and during future processes to 

maintain such a list, there would need to be transparency, including the opportunity for 

stakeholder review and comment on the data used in the classification and the decision 

rationales, as well as a dispute resolution process. 

Any effort to develop an international list of classifications should also recognize 

existing internationally agreed classifications and not duplicate past or current work to 

develop and maintain classifications. 

If work were to go forward on the development of an international list, given the large 

number of substances in commerce, a process for prioritizing the work would be 

critical.   

ACI 

The initial focus should be in the International Chemical Safety Cards developed 

through the International Programme on Chemical Safety. 
Argentina 

If agreed that a list should be developed, an internationally recognised body, such as the 

UNSCEGHS or OECD, could develop the list, but processes and data used to develop 

the list must be agreed upon by all stakeholders. 

Australia 

It should be done at the level of the UNSC-GHS in a similar way it has been done and 

still is being done for the dangerous goods list by the UNSC-TDG 
EIGA 

A possible model would be for the list to be maintained overall by the UNSCEGHS 

with technical input from OECD, IARC, transport sub-committee. The list could be an 

Annex to GHS 

EU 

The initial focus should be in the International Chemical Safety Cards developed 

through the International Programme on Chemical Safety.  These cards are peer-

reviewed. 

Canada 

‘No comment’  IMO 

An expert group should be formed under the UNSCEGHS structure to develop the 

international list.   

This is an especially challenging issue as developing and maintaining a list is very 

resource intensive.  Perhaps there are opportunities to share the burden.  

In order to promote the overarching GHS goals of global harmonization and facilitation 

of trade, it is essential that any international list of chemicals classified in terms of the 

GHS: 

• be based on a rigorous, evidence-based scientific process to be defined in 

advance and applied globally; 

• contain the data to support the classifications or a section explaining the 

rationale behind the classifications; 

IPIECA 
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• ensure accuracy by including impurities and CAS numbers for the chemicals; 

• include mechanisms for updating as new evidence based science becomes 

available;  

• have defined criteria for source data; 

• provide a conflict resolution mechanism; and 

• have provisions for stakeholder input/data. 

A group under the auspices of an international organisation (such as UN or OECD) is 

regarded as most appropriate.  Governments should provide resources to develop and 

maintain the list as part of their GHS implementation commitment. 

Some suggested that ILO (SafeWork) would be an appropriate body to co-ordinate this 

(as for International Chemical Safety Cards). 

IPPIC 

Relevant UN bodies and OECD should work together cooperatively. Japan 

Working group under UN GHS sub-committee including experts in TDG, IARC, etc. 

needs to be organized. 
Korea 

This would require a large commitment of resources. Ideally it could be maintained by 

the UNSCEGHS and its Secretariat in a similar way to the list of Dangerous Goods in 

the UNRTDG Model Regulations. However, the process for development and 

maintenance and who and where the work would be done would need quite a bit of 

thought, work and resources. Another possible option would be for the OECD 

eChemPortal to be developed into a database of internationally agreed GHS classified 

chemicals rather than as it is at present as just a portal to other databases, some of 

which contain GHS classifications. 

New Zealand 

See comments above. (Note: refer to question 17) Norway 

One of UN organisations cooperating with countries that have the lists of chemicals 

classified in terms of the GHS. The harmonisation of classification and labelling of 

substances and the classification and labelling inventory given in Title V of EU 

Regulation 1272/2008 could be used as model for development of such list. 

Serbia 

As the development and maintenance of a classification list is an enormous task it 

should be carefully evaluated whether existing groups of experts working on hazard 

assessments and/or classifications on an international level (e.g. OECD, IARC, SCE 

TDG, ...) could be involved in the process and contribute to the development of a list. 

Switzerland 

A kind of system should be built to make this list be maintained regularly, like 

“dangerous goods list” in UN Model Regulations. 
SE-EAQB 

GHS sub-committee and other relative organisations SRICI 

Organisations (intergovernmental and NGOs) and governments which have specific 

expertise in chemical classification should contribute to the exercise, but the list should 

be kept under the control of the GHS Sub-Committee and issued by it to make sure that 

there is consensus on the harmonized classification proposed. 

UN secretariat 

Initial comments have indicated that the International Chemical Safety Cards may be 

appropriate since they are peer-reviewed.  They have already begun the process of 

providing GHS classifications.  They have completed GHS classifications for 

approximately 25% of the chemicals on their list. (However, see the comment below) 

(Note: refer to question 20) 

USA 
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Question 20: 

Would it be possible to make a classification list of one country/industry available for 

all countries? 

Response Country/Organiz. 

Believe it could be possible – the EU list of substances with harmonised classifications 

is freely available on the internet and has been used by other countries in the past.  The 

EU classification and labelling inventory will also be available post December 2010. 

AISE 

Among the national and regional implementation initiatives are efforts to publish and 

maintain lists of GHS classifications for individual chemicals (e.g., New Zealand, 

Japan, EU).  Some intergovernmental groups are doing the same (e.g., IPCS).  

However, it has been established that the lists now available are inconsistent with 

regard to their classifications of the same chemical (for reasons referred to in response 

to question 17).   Therefore, no single existing classification list should be selected as 

the one definitive list to make “available to all countries.”   

As an alternative to selecting one list, a mechanism could be set up to facilitate 

awareness and access to any existing lists.  However, recognizing the differences in 

information and procedures used to develop national and regional classifications, there 

should be complete transparency associated with every classification as to the GHS 

criteria applied, the information set that provided the basis for the classification, the 

composition of test materials that the information sets apply to in order to judge their 

relevancy to a substance being classified, and the expert judgments and weight of 

evidence evaluations applied to the classification decision.  Without transparency on 

these points, the classifier would not know if the classification is relevant to their 

national or regional rules, or the substance they are trying to classify, or if the dataset is 

consistent with the dataset they had available locally.  In addition, a mechanism for 

users of such a list to offer additional information on a substance or its classification 

should be provided.  

Considering the points above, it may be more valuable for classifiers to have access to 

the data underlying existing classifications than the classifications themselves. 

ACI 

Yes, if the list uses the same classification criteria and if there is agreement on the 

databases used. 
Argentina 

Yes, in theory, as that is the approach currently taken in the workplace sector in 

Australia which relies on EU classifications. However in practice it would be highly 

unlikely, as all countries would need to agree on the data and processes used to develop 

the list.  

Australia 

We suggest to start with the list that will be made available by the European Chemical 

Agency (ECHA) within a few months after the deadline for the phase 1 or the 

registration of >1000T/y chemicals under REACH. The test data that supported the GHS 

classification will be made public and be open for checking and challenge by other 

regional authorities.   

EIGA 

Having in mind the need develop priorities to set up an international list of classified 

substances (see above), it may be more realistic to aim for an independent list under the 

ownership of the UNSCEGHS, taking into account experience gained in developing 

other regional/national/sectoral lists such as the TDG list, IARC list or the EU CLP list 

and inventory. 

In addition, in existing lists there are differences in classification of the same chemicals 

– by reason of different data used for classification and different approach for 

evaluation of this data.  Therefore, the data which were used as a basis for classification 

should be collected and comprised.   

EU 



UN/SCEGHS/20/INF.5 

 31 

Response Country/Organiz. 

Possibly, provided that the list uses the same classification criteria adopted by the 

various sectors in Canada and that there is agreement on the datasets used. 
Canada 

Politically probably not – the GESAMP list has the advantage that it is international in 

application, peer reviewed, open to comment and well maintained, if little known 

outside the shipping world. 

IMO 

Most countries/regions/organizations already make their lists readily available. [South 

Korea has yet to make their list available outside of South Korea]. The UNSCEGHS 

could facilitate access to this classification information by providing links or copies of 

the various lists on the UN GHS website. This would be a helpful interim step. Before 

even developing the list, the criteria for inclusion of chemicals on the list should be first 

agreed.    

 

The difficulty in using a specific list is the ability of global stakeholders to comment 

and to provide input/data on specific listed chemicals. Depending on the list, special 

interests, politics, and other factors have varying degrees of influence.  How would 

other countries/industry resolve conflicts? 

IPIECA 

This is certainly possible, but a consensus process would be needed to ensure its 

acceptance in other countries.  An aggregation of existing country classification lists 

would be the preferred basis for an international list, rather than the list from any single 

country.  Differing GHS implementations from country to country (as a result of the 

building block approach) are likely to yield different classifications for the same 

chemical, which would have to be resolved and harmonised 

IPPIC 

It would be possible, but not so easy. It depends on the international consensus. Japan 

Yes. Korea 

Yes, in principle, as several such lists are already available if others wish to use them. 

However, it has been established that one of the problems with the lists that are now 

available is that there are inconsistencies between them in terms of the classifications 

given for the same chemicals. The New Zealand CCID list is available on the internet, 

but since the classifications on this are given in terms of the NZ descriptors of the GHS 

hazard categories it is not perhaps as readily useable as some other lists. The list 

contained in Annex VI, Table 3.1 to the EC CLP Regulation No. 1272/2008, is perhaps 

the most likely to be used by other jurisdictions, as there are several of these that 

already use or rely on the existing EU classifications that are now contained in table 3.2 

of the EC CLP Regulation. 

New Zealand 

See comments above Norway 

Serbia is in process of harmonisation of national legislation with EU legislation, so list 

given in Annex 6 of EU Regulation 1272/2008 is most convenient for Serbia regarding 

this question.  Moreover, the EU classification and labelling inventory could be 

considered in this regards. 

Serbia 

Several countries/regional organisations have already made available their lists (e.g. via 

OECD eChemPortal). Whether or not classifications of a country/region are made 

applicable by other countries will among other factors depent on the transparency of the 

decision making process and the underlying data sets 

Switzerland 

Yes. But it may be difficult. SE-EAQB   

No, it is better to consider the classification lists from more countries/industries. SRICI 
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Response Country/Organiz. 

Several countries/intergovernmental bodies have already made available their own list 

of classification (e.g.: European Union, New Zealand, Japan) 
UN secretariat 

This may be difficult 1) the underlying data may not be available and 2) there would 

also need to be a feedback loop for conflict resolution. 
USA 

Question 21: 

Would you be willing to share your list with the UNSCEGHS? 

Response Country/Organiz. 

We are currently developing a list of substances in the context of EU CLP 

implementation with a view to achieving consistency of classifications across our 

industry sector.  It is envisaged that the list would be available on request. 

AISE 

Not applicable ACI 

Not applicable. Argentina 

Yes, the two lists mentioned above are publicly available (see question 5). Australia 

Yes EIGA 

Yes. EU 

Not applicable. Canada 

Yes, GESAMP has given its working group a mandate to make this known to a much 

wider group of potential users. 
IMO 

In promoting product stewardship, the oil and gas industry has developed data on 

recommended approaches for the classification of petroleum substances.  To encourage 

harmonized and consistent classification, the regional petroleum industry associations 

are willing to share this information to assist in developing an international list of 

chemicals classified in terms of the GHS. 

IPIECA 

Downstream users of chemicals (i.e. manufacturers of mixtures), or their industry 

associations, typically do not maintain classification lists.  Such users generally rely on 

the classifications communicated by their raw material suppliers.  For paints or printing 

inks there are therefore no international or regional classification lists of substances used 

in these products. 

 

IPPIC 

Japan has already shared the list of classified substances according to the GHS. Japan 

Yes. Korea 

Yes. It is already available on the ERMA New Zealand website at: 

http://www.ermanz.govt.nz/hs/compliance/chemicals.html  

and through the OECD eChemPortal at: http://webnet3.oecd.org/echemportal/ 

New Zealand 

ECHA inventory list will be available on internet for all users from all countries. Norway 

As Serbian list of classified substances will be fully harmonised with list given in 

Annex 6 of EU Regulation 1272/2008, we do not see the need for it. 
Serbia 

See answer to question 1 Switzerland 

We would like share information and resources of chemicals safely management with 

UNECE and other countries. 
SE-EAQB   
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Response Country/Organiz. 

We could share the list if we have it in future and there are no confidential data. SRICI 

It is already available UN secretariat 

Not applicable USA 

  Question 22: 

If there was an international classification list of chemicals, should it be a binding or 

non-binding classification list of chemicals? 

Response Country/Organiz. 

It should be a non-binding list of classifications – producers or users should be allowed 

to self-classify if they have data that shows results that are contrary to the listed 

classification 

AISE 

The list must be non-binding in the absence of an international convention.  It should 

also be non-binding when national or regional governments implement the GHS.  

While national, regional, or even globally available lists or databases of classifications 

for individual chemicals can provide a useful reference for classifiers and labelers, 

particularly those with fewer resources (e.g., small enterprises), use of such lists should 

be voluntary under all circumstances.  Chemical producers or users should be allowed 

to self-classify, which is consistent with paragraph 1.3.2.1.2 of the GHS. 

ACI 

Non – binding, but with the option of each country to make it binding in their 

legislation. 
Argentina 

Since the GHS relies on self-classification by industry, if agreed, a list should be non-

binding because manufacturers and suppliers have a duty to classify chemicals under 

workplace laws. The decision on whether any such list should be binding is in any case 

not a matter for the UNSCEGHS and would need to be a decision of each country. 

Australia 

Yes. It should be binding as a minimum classification that industry could override if 

they have evidence of data for more stringent classification 
EIGA 

Non – binding, but with the option for countries or regions to make it binding in their 

legislation.  
EU 

The question is premature until the questions of classification criteria and datasets are 

answered. 
Canada 

Making lists binding under existing chemicals conventions seems unrealistic. IMO 

A basic premise of the GHS is self-classification. According to the following statement 

in the GHS Purple Book (Section 1.3.2.1.2) 

“One objective of the GHS is for it to be simple and transparent with a clear distinction 

between classes and categories in order to allow for “self classification” as far as 

possible.” 

It would be a major change in mid-course GHS implementation to change this 

fundamental GHS principle.   

IPIECA 

Views vary: some prefer that it be binding (as e.g. in the EU - Annex VI to Regulation 

1272/2008), others prefer non-binding for guidance only.  The 

consensus/harmonisation process mentioned in Question 20 would be a pre-requisite to 

introducing a binding list. 

However all respondents agreed that there should be clearly-defined processes for 

exceptions or to challenge the existing classification, if a country or organisation has 

IPPIC 
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Response Country/Organiz. 

data casting doubt on the validity or applicability of a classification in the list. 

It depends on the state’s law so far. 

International binding like TDG would be the best. 

Japan 

It is a problem that should be decided by each country, but binding may be better like 

UN RTDG. 
Korea 

It is probable that it would have to be non-binding in itself. It would only become 

binding if adopted into relevant national legislation or international 

agreements/conventions. It could be used in a similar way to the current Dangerous 

Goods list in the UNRTDG Model Regulations. 

New Zealand 

See comments above (Note: refer to question 17) Norway 

As we suggest using of harmonisation of classification and labelling of substances and 

the classification and labelling inventory given in Title V of EU Regulation 1272/2008 

as model for development of this list, this list should not be legally binding at first step, 

but after the harmonisation is achieved maybe it could be binding in second step.   

Serbia 

A non binding list. Option to incorporate it in the Purple Book (Annex) and make it 

available for the Building Block Approach 
Switzerland 

Non – binding, but with the option of each country to make it binding in their 

legislation. 
SE-EAQB   

It should be binding so that better for pushing the harmonisation process. 
SRICI 

A binding list could exist only under a binding legal instrument. Developing a binding 

instrument ( a convention) would raise the question of making the GHS itself of a 

binding nature, and so far this approach has not been supported by governments 

involved in the development of the GHS. This could also cause problems of 

inconsistencies with existing lists which are of mandatory application under legal 

instruments, and therefore some complications in international law. 

The same approach currently being used with the Dangerous Goods List could be 

applied to the GHS, i.e.: the recommended classification in the GHS would only 

become legally binding once transposed into the relevant national/regional/international 

legislation. The current system applied for transport of dangerous goods is rather 

flexible, it allows any interested government/organization to provide input, feedback 

and positive interaction, and proper coordination with all national/international 

regulatory bodies concerned leads to effective implementation without unnecessary 

constraints. 

UN secretariat 

At the time GHS was being developed, many U.S. stakeholders preferred a criteria-

based system and not a new international classification body or list.  U.S. OSHA is 

undergoing rulemaking on aligning its hazard communication standard with the GHS 

and has requested feedback on this issue. 

USA 
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  Question 23: 

If there was an international classification list of chemicals, should it be for substances 

only or should it also include mixtures? 

Response Country/Organiz. 

Should be for substances only AISE 

It should be for substances, since there are many times more mixtures than substances 

and classification of mixtures can be expected to be more variable than for substances.  

Regarding the latter, classification of mixtures is more complex (for example, allowing 

the use of bridging principles to determine the classification of a mixture) and can vary 

as a result of the use of options allowed under the GHS for mixture classification (for 

example, national authorities utilizing varying cut-off options 

ACI 

The initial focus should be on substances. The second step with the mixtures. Argentina 

A national decision is yet to be made on this issue, however in practical terms, the 

priority should be on substances only. 
Australia 

Substances only as a start. If there is agreement on the classification of the substances, 

the classification of the mixtures is less a problem 
EIGA 

For practical reasons (e.g., millions of possible mixtures, lifetime of a mixture on the 

market can be expected to be shorter than administrative measures to incorporate them 

into a list) the list should only include substances.  Currently in the EU alone there are 

an estimated 50,000 substances on the market and possibly 2-10 million mixtures. 

However, extremely well defined and “conservative” widely used mixtures, like the 

coal- and oil derivatives, could be included. 

In addition, the TDG model whereby N.O.S entries cover mixtures and solutions that 

are not explicitly named may be an alternative model to consider if the list were to 

cover mixtures. 

EU 

The initial focus should be on substances. Canada 

Chemicals come in all forms, many are mixtures. GESAMP’s list contains real 

chemicals as they are shipped and not just pure substances which are easier to study. 
IMO 

Existing classification lists are typically for substances and the GHS already contains 

criteria for the classification of mixtures.   

 

The feasibility of including true mixtures cannot be supported due to a number of 

practical considerations. Firstly, there is the issue of the extremely large number of 

mixtures. Furthermore, the details of mixture composition are often company-specific 

and company-confidential. Lastly, the same trade name may be applied to different 

mixtures supplied in different locations. 

 

IPIECA 

For substances only (but including complex substances which might otherwise be 

regarded as mixtures, e.g. defined petroleum refinery streams, mixed isomers of 

xylenes). 

It is neither feasible nor appropriate for an international organisation to classify or list 

the many millions of mixtures on the international market.  Manufacturers should self-

classify their mixtures using the substance classifications and their own knowledge of 

the product 

IPPIC 

It would be impossible for mixtures. Japan 
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Response Country/Organiz. 

Initial priority should be on substances and generalized mixtures having cas number Korea 

It should be for chemicals only (ie. not mixtures) at least in the first instance. New Zealand 

It is not realistic to make a list of mixtures, since the composition of mixtures changes 

constantly. 
Norway 

As first step list containing only substances will be satisfactory (including of great 

number of mixtures produced all over the world would be very difficult), but in further 

steps it could be useful to consider inclusion of mixtures. 

Serbia 

The focus should be on substances for practical reasons (large number of mixtures on 

the markets with limited lifetime). 
Switzerland 

 

Mixtures are numerous and complicated, so the initial focus should be on substances. 

SE-EAQB 

It is not easy to classify all mixtures since the components may different and variable, 

unless the components and contents are fixed. 
SRICI 

It could be for both substances and mixtures. However, given the amount of mixtures 

currently being placed on the market it might be advisable to focus at least at a first 

stage on the classification of substances. 

UN secretariat 

Initially substances USA 

  Question 24: 

If there was an international classification list of hazardous chemicals, what would be 

the priorities on which chemicals to be added to that list (Rotterdam and/or 

Stockholm and/or UN list of chemicals, pesticides)? 

Response Country/Organiz. 

  The priority should be those substances of high concern already identified in several 

countries/regions. 

Another way of developing such a list could be to extract the substances entries from 

the UN Model Regulations Dangerous Goods List as a basis – these could then be 

reviewed on a hazard class basis (starting with the most severe hazards), updated as 

needed and other hazard classes/categories (i.e. those not covered by transport) added 

as necessary.     

It would be extremely useful if substances which have been evaluated and found to be 

not classified as hazardous according to GHS criteria, could also be included in an 

international list. 

AISE 

If there was an international classification list of hazardous chemicals, it should be 

restricted to substances listed under international treaties, such as the Rotterdam or 

Stockholm Conventions, since it would be expected that these substances would be 

well characterized and already have a defined dataset as a result of the deliberations 

that led to their being listed.   

ACI 

A starting point could be the substances produced and commercialized internationally 

in great quantities 
Argentina 

Countries could nominate priority chemicals following an agreed process, perhaps 

similar to that of the Stockholm Convention or Rotterdam Convention. The focus 

should be on commonly traded chemicals and ones where existing classifications are 

available, such as the UN dangerous goods list. 

Australia 
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Response Country/Organiz. 

  UN List of chemicals (Dangerous Goods List) EIGA 

Depending on the list to start with, it could be an ongoing process which self prioritises 

the substances to come and the hazard categories to cover.  

A first option could be that the initial priority should focus on widely traded/produced 

chemicals for which there is already a range of data available.  As a starting point, the 

chemicals from the Rotterdam or Stockholm Conventions or from the OECD HPV 

chemicals program for which there is substantial industry-generated data should be 

considered. 

Another option is the UN dangerous goods list for transport that has the advantage of 

encompassing all possible chemicals and mixtures through general categories and 

might, given the necessary adaptations, serve as a foundation on which to build a 

harmonized list. 

The IARC list could also be as starting point with regards carcinogenicity. 

EU 

International Programme on Chemical Safety  

  - International Chemical Safety Cards. 

Canada 

Chemicals in trade – the Conventions generally look after their own listed chemicals. 

Stockholm’s list is short and does not cover many commodity chemicals. 
IMO 

Developing and maintaining an international classification list of hazardous chemicals 

will be very resource intensive. It will be important to prioritize resources to develop a 

list that has maximum impact and value for the resources expended. A first step would 

be to review existing national/regional classification lists to establish priority setting, 

since those lists already represent priorities for those countries. The first step in 

development of any classification list is the development and agreement on the criteria 

for inclusion of chemicals on the list. 

It would be logical to start with common hazardous high volume chemicals with 

multiple suppliers that are in international trade. To facilitate acceptance and have a 

propitious beginning, it would also be logical to start with the chemicals where there is 

already agreement among the existing lists. 

The UN TDG list contains the high volume chemicals most frequently found in 

commerce. However, a major issue is that materials currently listed by name in the UN 

Orange Book have NOT been reviewed against the new GHS criteria and their 

classifications updated. The International Chemical Safety Cards (ICSC) are peer-

reviewed but it is by a select group of experts that represent limited input. There is no 

mechanism for input or conflict resolution. The ICSC are not updated frequently as new 

data become available. The data to support the classifications or explaining the 

rationale behind the classifications is not available. There is no mention of any 

impurities in the chemicals. 

Since many countries have not yet implemented the GHS for pesticides, it would seem 

that pesticides would not be a first priority for an international classification list of 

hazardous chemicals.  

Since at least one major country is not planning on implementing environmental 

hazards in the near future, it doesn’t seem to make sense to have the Stockholm 

Convention/Persistent Organic Pollutants as a priority for an international classification 

list. 

It is recognized that there is an existing project on classifying the chemicals in the 

Rotterdam Convention. Since these chemicals/pesticides have been banned or severely 

restricted, such a list would have only limited usefulness and impact. The cost-benefit 

IPIECA 
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Response Country/Organiz. 

  of developing such a list should be considered. However, it could be useful to make 

these classifications available on the UN GHS website. 

Priority should be given to substances with the highest volume and hazard. 

Substances for which substantial test data already exists, and there is consensus on the 

classification between countries, would be the obvious first priority among these for 

inclusion in the international list. 

IPPIC 

Restricted or controlled chemicals by international treaties would be the priorities. 

Rotterdam and/or Stockholm and/or UN list of chemicals can be the way also. 
Japan 

The list would include UN list of chemicals by UN TDG, TLV list by ACGIH, and 

carcinogens by IARC 
Korea 

The initial priority should be on chemicals of high hazard and/or high risk as a result of 

the quantities used and the manner of use. Thus chemicals on various existing 

international lists/databases could be prioritised for initial GHS classification. 

Suggested existing lists (not necessarily in any order of priority) would include: 

- Chemicals covered by WHO/IPCS documents – 

ICSCs/EHCs/CICADs/Pesticides SDS, particularly WHO Class 1 pesticides 

- OECD HPV chemicals program 

- Rotterdam/Stockholm chemicals 

- UNRTDG Dangerous Goods List 

- IMDG Marine Pollutants 

New Zealand 

See comments above (Note: refer to question 17) Norway 

We find that priority would be to add High volume chemicals, as well as CMR 

chemicals 
Serbia 

A starting point could be chemicals that are frequently transported and/or 

manufactured/used in large amounts (transport list/OECD HPVC list) rather than 

PIC/POP chemicals that are already subject of existing international risk management 

measures 

Switzerland 

In our opinion, first priority should be UN TDG&GHS, secondly WHO/FAO 

recommended classification of pesticides and then Rotterdam and/or Stockholm. 
SE-EAQB 

First the UN list of chemicals, then pesticides, and Rotterdam and/or Stockholm. SRICI 

Given the number of chemicals, it would be unrealistic to think of an extensive list of 

chemicals at the very beginning. Therefore it is suggested to start with the list of 

chemicals which are most commonly subject to international trade, as listed in the UN 

Model Regulations on the Transport of Dangerous Goods. The classification contained 

therein could be checked, validated or corrected, and completed as necessary. This 

would already provide a very sound basis for harmonization. Then the exercise could 

continue with substances which have already been assessed by countries, or in 

particular the EU since they have already a rather extensive list, intergovernmental 

organisations, etc, but still on the basis that the classification proposed would have to 

remain under the control of the GHS Sub-Committee. 

UN secretariat 

Potentially start with an existing list such as the International Chemical Safety Cards USA 
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Part III: 
Additional comments/views received 

 A. Comments from (Organisation/Country): EU Commission/EU  

  Response compiled by the experts of the European Commission on 

behalf of the EU member states participating in the GHS Sub-

Committee 

NL view/ideas on the second part “future discussions on classification lists” of the UN 

SCE GHS Survey on Existing Classification Lists of Hazardous/Dangerous Chemicals  

As a first step we propose to establish a world wide public inventory of the GHS 

classification of substances. This inventory should combine at substance level information 

on the GHS classification based on the following input: 

Industry submissions of GHS classification for substances based on self classification. 

Legally binding GHS classification of substances as included in a list of a Member State (or 

group of Member States). 

Existing inventories/databases of GHS classifications of substances (e.g. EU CLP 

inventory). 

The coordination of such a public inventory should be preferably done by the OECD. The 

final result will be a public database of substances with one or more GHS classifications. 

The world wide public inventory should indicate the origin of the classification (e.g. legally 

prescribed in Member State X or self classification). 

As a second step parallel activities could be undertaken on the basis of the OECD world 

wide public inventory. 

(a) Harmonization of the GHS classification of substances included in the UN 

dangerous good list for the GHS hazard classes used by transport. with coordination of UN 

TDG Subcommittee/OECD. Industry or Member States submit a proposal for a harmonized 

classification in case of different entries in the OECD inventory to the UN TDG 

Subcommittee. The existing subgroups for physical chemical properties and health end 

environmental properties will evaluate the proposal. The result will be a list containing of 

harmonized GHS classifications of substances to be used for transport and supply and use. 

(b) Harmonization of the GHS classification for CMR properties of substances. 

Member States (or blocks of Member States) will submit proposals for a GHS classification 

to the OECD, who coordinates this exercise. Industry can submit additional information 

where appropriate. Evaluation should take place at the OECD level. The result will be a 

harmonized classification of the CMR properties of the substance at the OECD level. 

Member States (or blocks of Member States) will consider those classifications for 

implementation in their legislation or inventory. 

(c) Harmonization of the GHS classification for non CMR properties of substances. 

Industry or Member States submit proposals for a GHS classification to the OECD, who 

coordinates this exercise. 

Evaluation should take place at the OECD level. The result will be a harmonized 

classification of non CMR properties of substances at the OECD level. Member States (or 
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blocks of Member States) and Industry will consider those classifications for 

implementation in their legislation, own inventory or self classification. 

 B. Comments from (Organisation/Country): OSHA/USA  

None of the databases or lists presented below are GHS-compliant. 

National Toxicological Program (NTP) – provides a report on potential carcinogens. 

Criteria for these chemicals can be found at: 

http://ntp.niehs.nih.gov/index.cfm?objectid=03C9CE38-E5CD-EE56-D21B94351DBC8FC3 

National Institute of Occupation Safety and Health (NIOSH) provides a links of publicly 

available chemical database: 

The following databases provide detailed information on a variety of chemical agents 

associated with emergency response, including information on how to protect workers from 

exposures to these agents. 

The Emergency Response Safety and Health Database (ERSH-DB): 

(http://www.cdc.gov/niosh/ershdb/)  

Developed by NIOSH for the emergency response community, the ERSH-DB contains 

accurate and concise information on high-priority chemical, biological and radiological 

agents that could be encountered by personnel responding to a terrorist event. 

NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (http://www.cdc.gov/niosh/npg/default.html) 

DHHS (NIOSH) Publication No. 2005-149The Pocket Guide is a source of general 

industrial hygiene information on several hundred chemicals/classes found in the work 

environment. Key data provided for each chemical/substance includes name (including 

synonyms/trade names), structure/formula, CAS/RTECS Numbers, DOT ID, conversion 

factors, exposure limits, IDLH, chemical and physical properties, measurement methods, 

personal protection, respirator recommendations, symptoms, and first aid. 

Public Health Emergency Preparedness and Response (CDC) Chemical Agents List A-Z 

(http://www.bt.cdc.gov/Agent/agentlistchem.asp) 

Facts, description and emergency response information from CDC related to the over eighty 

specific chemical agents (by category and alphabetically). 

Acute Exposure Guideline Levels (AEGLs) (http://www.epa.gov/oppt/aegl/) 

AEGLs are Environmental Protection Agency-recommended criteria and are intended to describe the 

risk to humans resulting from once-in-a-lifetime, or rare, exposure to airborne chemicals. The 

National Advisory Committee for the Development of Acute Exposure Guideline Levels for 

Hazardous Substances (AEGL Committee) is involved in developing these guidelines to help both 

national and local authorities, as well as private companies, deal with emergencies involving spills, or 

other catastrophic exposures. 

International Chemical Safety Cards (http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html) 

The International Chemical Safety Cards offer essential health and safety information on chemicals to 

promote their safe use. They are intended to be used at the "shop floor" level by workers and 

employers in factories, agriculture, construction and other places of work, being particularly useful in 

less developed areas and in small and medium size enterprises. They are also designed to be part of 

education and training activities.  
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Toxnet (http://toxnet.nlm.nih.gov) 

A search engine accessing several databases on toxicology, hazardous chemicals, 

environmental health, and toxic releases provided by the National Library of Medicine. 

ATSDR profiles (http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html) 

By Congressional mandate, the Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) 

produces "toxicological profiles" for hazardous substances found at National Priorities List sites. 

These hazardous substances are ranked based on frequency of occurrence at NPL sites, toxicity, and 

potential for human exposure. Toxicological profiles are developed from a priority list of 275 

substances. 

ToxFAQs (http://www.atsdr.cdc.gov/toxfaq.html) 

The ATSDR ToxFAQs™ is a series of summaries about hazardous substances, which contain 

information excerpted from the ATSDR Toxicological Profiles and Public Health Statements. Each 

fact sheet serves as a quick and easy to understand guide. Answers are provided to the most 

frequently asked questions about exposure to hazardous substances found around hazardous waste 

sites and the effects of exposure on human health. 

Medical Management Guidelines (http://www.atsdr.cdc.gov/MHMI/mmg.html) 

The Medical Management Guidelines (MMGs) for Acute Chemical Exposures were 

developed by ATSDR to aid emergency department physicians and other emergency 

healthcare professionals who manage acute exposures resulting from chemical incidents. 

The MMGs are intended to aid healthcare professionals involved in emergency response to 

effectively decontaminate patients, protect themselves and others from contamination, 

communicate with other involved personnel, efficiently transport patients to a medical 

facility, and provide competent medical evaluation and treatment to exposed persons. 

Toxicology Interaction Profiles (http://www.atsdr.cdc.gov/interactionprofiles/) 

A series of documents called Interaction Profiles are being developed for certain priority 

mixtures that are of special concern to ATSDR. The purpose of the Interaction Profile is to 

evaluate data on the toxicology of the "whole" priority mixture (if available) and on the 

joint toxic action of the chemicals in the mixture in order to recommend approaches for the 

exposure-based assessment of the potential hazard to public health. 

http://www.cdc.gov/niosh/topics/emres/chemagent.html#search 

OSHA/EPA Occupational Chemical Database 

OSHA and EPA jointly developed and maintain this database as a convenient reference for 

the occupational safety and health community. This database compiles information from 

several government agencies and organizations.  

https://www.osha.gov/web/dep/chemicaldata/#target 

 

EPA Information 

Although not comprehensive, the information presented below contains lists of chemicals 

developed in response to regulatory requirements of the U.S. Environmental Protection 

Agency. 

EPCRA §§302, 304, 313:  emergency planning & release reporting 

• EPCRA Sections 302 & 304 - "extremely hazardous substances" subject to 

EPCRA's emergency planning & release reporting regulations (40 CFR Part 355) -- 

http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_01/40cfr355_01.html 
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• EPCRA Section 313 - "toxic chemicals" subject to EPCRA's Toxics Release 

Inventory (40 CFR Part 372): --

http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_01/40cfr372_01.html 

• http://www.epa.gov/emergencies/content/epcra/index.htm 

CERLCA§103: emergency release reporting regulations (40 CFR Part 302)  

• "hazardous substances"- http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_01/40cfr302_01.html 

• http://www.epa.gov/superfund/policy/release/rq/index.htm 

CAA§112(r):  Chemical Accident Release Prevention Plan (40 CFR Part 68) (AKA:  the 

risk management plan) 

• "regulated substances"  -- http://www.epa.gov/emergencies/content/rmp/index.htm 

EPA’s List of Lists 

• This document cross-references the lists of chemicals subject to EPCRA §§302, 304, 

313; CERLCA§103; and CAA§112(r). 

• http://yosemite.epa.gov/oswer/lol.nsf/homepage 

TSCA§8(b):  TSCA Inventory  

• http://www.epa.gov/oppt/newchems/pubs/invntory.htm 

    



資料2.4.1-2 各国GHS分類情報 提供一覧

国・地域

機関 独立行政法人
製品評価技術基盤機構

厚生労働省 一般社団法人
日本化学物質安全・情報センター

環境部傘下
国立環境科学院

雇用労働部傘下
韓国安全保健公団

略称 NITE MHLW JETOC NIER KOSHA
URL http://www.safe.nite.go.jp/ghs/ghs_index.html http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MS

D_FND.aspx
http://www.jetoc.or.jp/safe/ghs.html http://ncis.nier.go.kr/ghs/ －

GHS分類提供画面 GHS分類情報 GHS対応モデルラベル・モデルMSDS情報 GHS分類 有毒物GHS支援システム
公開物質数
(主にCAS番号ベース) 2,450物質 2,435物質

203物質
（2011.10）

※NITEとの重複分を除く

801物質
（2012.03.15現在）

(約15,000物質といわれている)

更新日 2012.3.16 2011.3.30 不明 （更新されている） 不明
一般公開

○ ○
×

会員のみ
○ 外国人は閲覧不可

物質一覧表示
（Web) ○ ○ × ○ ×

ダウンロード
提供 Excel

Excel
※モデルSDSのみダウンロード可能

PDF
※JETOC/GHS分類リストのみ

△　Excel
※新規追加物質のみダウンロード可能

×

SDS × ○ × ○ ×
分類方法 GHS分類マニュアル GHS分類マニュアル GHS分類マニュアル（2006.02.10 版） 有害化学物質管理法/有毒物の分類及び表示

方法に関する基準
産業安全保健法/化学物質の分類表示及び
MSDSに関する基準

分類情報 危険有害性クラス、分類結果、絵表示、注意喚
起語、危険有害性情報、分類根拠・問題点

危険有害性クラス、分類結果、絵表示、注意喚
起語、危険有害性情報、注意書き

危険有害性クラス、分類結果、分類根拠 危険有害性クラス、分類結果（いずれも危険有
害性のあるもののみ）、絵表示、注意喚起語、
危険有害性情報、注意書き

国・地域 台湾 ニュージーランド
機関 行政院労工委員会 環境省傘下

環境保護局
欧州委員会傘下
健康・市民保護研究所

略称 － EPA IHCP
URL － http://www.epa.govt.nz/search-

databases/Pages/HSNO-CCID.aspx
http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla http://echa.europa.eu/web/guest/information-

on-chemicals/cl-inventory-database
http://apps.echa.europa.eu/registered/register
ed-sub.aspx#search

GHS分類提供画面 HSNO CCID ESIS(CLP/GHS) C & L Inventory database REACH Registered substances

公開物質数
(主にCAS番号ベース) (約3,000物質といわれている)

4,767物質
(別に764種の混合物がある)

4,136物質
(制定CLP規則/附属書Ⅵ（2009.08.10）＋

ATP01)

9万物質超
（CLP規則で届出された分類・表示）

4,278物質
（REACH登録物質）

更新日 不明 不明 2012.1.16 2011.11.30 2012.2.24
一般公開 外国人は閲覧不可 ○ ○ ○ ○
物質一覧表示
（Web) ×

×
DB検索結果のみ

×
DB検索結果のみ

×
DB検索結果のみ

×
DB検索結果のみ

ダウンロード
提供 × × Excel × Excel/CSV

SDS × × × ○ ×
分類方法 危険物及び有害物の表示並びに周知規則 HSNO法（GHS変換表あり） CLP規則/DSD・DPD CLP規則/DSD・DPD CLP規則/DSD・DPD

分類情報 危険有害性クラス、分類結果（いずれも危険有
害性のあるもののみ）、分類根拠

危険有害性クラス、分類結果（いずれも危険有
害性のあるもののみ）、絵表示、注意喚起語、
危険有害性情報

危険・有害性項目、分類結果、絵表示、注意喚
起語、危険有害性情報

危険有害性クラス、分類結果、絵表示、注意喚
起語、危険有害性情報

EU
欧州化学物質庁

ECHA

日本 韓国



資料2.4.1-3  

      各国が公開するGHS分類情報の検索例 
(1) 経済産業省/NITE GHS関連情報 

(2) 厚生労働省 GHS関連情報 

(3) ニュージーランド EPA  HSNO 化学物質分類・情報データベース（CCID） 

(4) EU  ECHA  CLP/GHS  

(5) EU  ECHA  CLP規則で届出された分類・表示 

(6) EU  ECHA REACH登録物質 

(7) 韓国 環境部/国立環境科学院 有毒物GHS支援システム   

(8) 中国 危険化学品目録（見直し中） 公開予定リストのサンプル 

 
＜引用元＞ 

(1) http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_classification.html 

(2) http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx 

(3) http://www.epa.govt.nz/search-databases/Pages/HSNO-CCID.aspx 

(4) http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla 

(5) http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database 

(6) http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances 

(7) http://ncis.nier.go.kr/ 

(8) 中国国家安全生産監督管理総局（SAWS） Liu Qiang局次長 “ChemCon Europe 2012” (Madrid, Spain) での講演資料
（ 2012年3月5日）による。  
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 分類例詳細 （Part 3） 

＊ (調和された分類と異なる) 

＊ (調和された分類と異なる) 

26 



(6) EU  ECHA REACH登録物質 
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 (7) 韓国 環境部/国立環境科学院 化学物質情報ポータルサイト    
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 Hコードに対応するPコードを項目ごとに1個以上6個以下を選択する 
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 国立環境科学院 有毒物GHS支援システム  ラベル作成例 (2)  
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 国立環境科学院 有毒物GHS支援システム  ラベル作成例 (3)  
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 国立環境科学院 有毒物GHS支援システム  ラベル作成例 (4)  



 Hコードに対応するPコードを項目ごとに1個以上6個以下を選択する 
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 国立環境科学院 有毒物GHS支援システム  ラベル作成例 (5)  



(8) 中国 危険化学品目録（見直し中） 公開予定リストのサンプル   

中国国家安全生産監督管理総局（SAWS） Liu Qiang局次長  

“ChemCon Europe 2012” (Madrid, Spain) での講演資料 
（ 2012年3月5日）による。  
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資料2.4.2-1 アクリルアミド（79-06-1）の分類

韓　国 ニュージーランド

分類結果
絵表
示

注意
喚起
語

危険有害性情報 分類結果 分類結果 危険有害性情報 分類結果 危険有害性情報 分類結果 危険有害性情報 分類結果 危険有害性情報 分類結果 分類結果

分類対象外 分類対象外 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

data lacking

分類対象外 分類対象外 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

data lacking

分類対象外 分類対象外 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

data lacking

分類対象外 分類対象外 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

data lacking

分類対象外 分類対象外 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

data lacking

分類対象外 分類対象外 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

data lacking

区分外 区分外 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

data lacking

区分外 区分外 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

data lacking

分類対象外 分類対象外 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

data lacking

区分外 区分外 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

data lacking

分類できない 分類できない data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

data lacking

分類対象外 分類対象外 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

data lacking

分類対象外 分類対象外 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

data lacking

分類対象外 分類対象外 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

data lacking

分類対象外 分類対象外 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

data lacking

分類できない 分類できない data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

data lacking

環境省環境部

E U

欧州化学物質庁 (REACH登録物質)

③

固体 固体

欧州委員会 ① ②

4 支燃性/
酸化性ガ

ス

5 高圧ガ
ス

16 金属腐
食性物質

15 有機過
酸化物

11 自己発
熱性化学

品

6 引火性
液体

日本

3 エア
ゾール

2 可燃性/
引火性ガ

ス

13 酸化性
液体

7 可燃性
固体

液体

厚生労働省

12.水反応
可燃性化

学品

10自然発
火性固体

9 自然発
火性液体

8 自己反
応性化学

品

14 酸化性
固体

製品評価技術基盤機構

1 爆発物

危険有害
性クラス



韓　国 ニュージーランド

分類結果
絵表
示

注意
喚起
語

危険有害性情報 分類結果 分類結果 危険有害性情報 分類結果 危険有害性情報 分類結果 危険有害性情報 分類結果 危険有害性情報 分類結果 分類結果

経口 区分3 危険 飲み込むと有毒 区分3 Acute Tox. 3
H301: Toxic if
swallowed.

Acute Tox. 3
H301: Toxic if
swallowed.

Acute Tox. 3
H301: Toxic if
swallowed.

Acute Tox. 3
H301: Toxic if
swallowed.

区分3
6.1C: Acutely
toxic (oral)

経皮 区分3 危険
皮膚に接触する
と有毒

区分3 Acute Tox. 4
H312: Harmful in
contact with skin.

Acute Tox. 4
H312: Harmful in
contact with skin.

Acute Tox. 4
H312: Harmful in
contact with skin.

Acute Tox. 4
H312: Harmful in
contact with skin.

区分4
6.1D: Acutely
toxic (dermal)

吸入：
ガス

分類対象外 分類対象外

吸入：
蒸気

分類できな
い

分類できない

吸入：
粉塵

分類できない

吸入：
ミスト

分類対象外

区分3 警告 軽度の皮膚刺激 区分3 Skin Irrit. 2
H315: Causes
skin irritation.

Skin Irrit. 2
H315: Causes
skin irritation.

Skin Irrit. 2
H315: Causes
skin irritation.

Skin Irrit. 2
H315: Causes
skin irritation.

区分2
6.3A: Irritating
to the skin

区分2A 警告 強い眼刺激 区分2A Eye Irrit. 2
H319: Causes
serious eye
irritation.

Eye Irrit. 2A
H319: Causes
serious eye
irritation.

Eye Irrit. 2
H319: Causes
serious eye
irritation.

Eye Irrit. 2
H319: Causes
serious eye
irritation.

区分2
6.4A: Irritating
to the eye

分類できない 分類できない data lacking data lacking data lacking

区分1 警告
アレルギー性皮
膚反応を引き起
こすおそれ

区分1 Skin Sens. 1
H317: May cause
an allergic skin
reaction.

Skin Sens.
1B

H317: May cause
an allergic skin
reaction.

Skin Sens. 1
H317: May cause
an allergic skin
reaction.

Skin Sens. 1
H317: May cause
an allergic skin
reaction.

区分1
6.5B: Contact
sensitisers

区分1B 危険
遺伝性疾患のお
それ

区分1B Muta. 1B
H340: May cause
genetic defects .

Muta. 1B
H340: May cause
genetic defects .

Muta. 1B
H340: May cause
genetic defects .

Muta. 1B
H340: May cause
genetic defects .

区分1
6.6A: Known or
presumed
human
mutagens

区分1B 危険 発がんのおそれ 区分1B Carc. 1B
H350: May cause
cancer .

Carc. 1B
H350: May cause
cancer .

Carc. 1B
H350: May cause
cancer .

Carc. 1B
H350: May cause
cancer .

区分1

6.7A: Known or
presumed
human
carcinogens

区分1B 危険
生殖能又は胎児
への悪影響のお
それ

区分1B Repr. 2
H361f: Suspected
of damaging
fertility.

Repr. 2

H361: Suspected
of damaging
fertility or the
unborn child

Repr. 2

H361: Suspected
of damaging
fertility or the
unborn child

Repr. 2

H361: Suspected
of damaging
fertility or the
unborn child

区分2

6.8B: Suspected
human
reproductive or
developmental
toxicants

区分1（神経
系、精巣）

危険
臓器（神経系､精
巣)の障害

区分1（神経
系、精巣)

data lacking data lacking data lacking

区分1（神経
系、精巣）

危険

長期 又は反復
暴露による臓器
（神経系、精巣）
の障害

区分1（神経
系、精巣）

STOT RE 1

H372: Causes
damage to organs
through
prolonged or
repeated
exposure .

STOT Rep.
Exp. 1

H372: Causes
damage to organs
through
prolonged or
repeated
exposure .

STOT Rep. Exp.
1

H372: Causes
damage to organs
through
prolonged or
repeated
exposure .

STOT Rep. Exp.
1

H372: Causes
damage to organs
through
prolonged or
repeated
exposure .

区分1

6.9A: Toxic to
human target
organs or
systems

分類できない 分類できない data lacking data lacking data lacking

環境部 環境省

H332: Harmful if
inhaled.

Acute Tox. 4

E U

欧州化学物質庁 (REACH登録物質)

危険有害
性クラス

厚生労働省 欧州委員会

6.1D: Acutely
toxic (inhalation)

日本

Acute Tox. 4
H332: Harmful if
inhaled.

H332: Harmful if
inhaled.

Acute Tox. 4
H332: Harmful if
inhaled.

3 眼に対
する重篤

な損傷性/
眼刺激性

2 皮膚腐
食性/刺

激性

分類できない

③①

9特定標
的臓器毒
性（反復
暴露）

8 特定標
的臓器毒
性（単回
暴露）

5 生殖細
胞変異原

性

1
急
性
毒
性

10 吸引性
呼吸器有

害性

6 発がん
性

または
皮膚感作

性

4 呼吸器
感作性

液体

②製品評価技術基盤機構

7 生殖毒
性

固体固体

Acute Tox. 4



韓　国 ニュージーランド

分類結果
絵表
示

注意
喚起
語

危険有害性情報 分類結果 分類結果 危険有害性情報 分類結果 危険有害性情報 分類結果 危険有害性情報 分類結果 危険有害性情報 分類結果 分類結果

区分3 水生生物に有害 区分3 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

data lacking

区分外 区分外 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

data lacking

data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

data lacking

環境部 環境省欧州委員会 ① ②

液体

E U

欧州化学物質庁 (REACH登録物質)

③

日本

オゾン層
への有害

性

水生環境
有害性(長

期間)

水生環境
有害性(急

性)

製品評価技術基盤機構 厚生労働省危険有害
性クラス 固体固体



資料2.4.2-2  CLP規則で届出された分類結果 アクリルアミド（79-06-1）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Acute Tox. 2 H300 ○

Acute Tox. 2 H301 ○

Acute Tox. 3 H301 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Acute Tox. 3 H311 ○ ○ ○ ○

Acute Tox. 3 H312 ○

Acute Tox. 4 H312 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Acute Tox. 3 H331 ○ ○

Acute Tox. 4 H332 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Skin Irrit. 2 H315 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Eye Irrit. 2A H319 ○ ○

Eye Irrit. 2 H319 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Skin Sens. 1B H317 ○

Skin Sens. 1 H317 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nuta. 1B H340 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Carc. 1B H350 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Repr. 2 H361 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

STOT RE 1 H372 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

✔

   ： CLP規則 付属書Ⅵ 表3.1 の分類結果

   ： 調和化された分類と違った分類の届出

調和された分類

危険有害性クラ
ス・区分コード

危険有害
性情報コー

ド

調和された分
類

届出された分類

REACH登録で共同提出

届出企業数



資料2.4.2-3 エピクロロヒドリン（106-89-8）の分類

韓　国 ニュージーランド

分類結果
絵表
示

注意
喚起
語

危険有害性情報 分類結果 分類結果 危険有害性情報 分類結果 危険有害性情報 分類結果 危険有害性情報 分類結果 危険有害性情報 分類結果 分類結果

分類対象外 分類対象外 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

conclusive but
not sufficient for
classification

分類対象外 分類対象外 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

conclusive but
not sufficient for
classification

分類対象外 分類対象外 data lacking data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

分類対象外 分類対象外 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

conclusive but
not sufficient for
classification

分類対象外 分類対象外 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

conclusive but
not sufficient for
classification

区分3 警告
引火性液体及び
蒸気

区分3 Flam. Liq. 3
H226: Flammable
liquid and vapour.

Flam. Liq. 3
H226: Flammable
liquid and vapour.

Flam. Liq. 3
H226: Flammable
liquid and vapour.

Flam. Liq. 3
H226: Flammable
liquid and vapour.

区分3
3.1C: Flammable
Liquids: medium
hazard

分類対象外 分類対象外 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

conclusive but
not sufficient for
classification

分類できない 分類できない data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

conclusive but
not sufficient for
classification

区分外 区分外 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

conclusive but
not sufficient for
classification

分類対象外 分類対象外 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

conclusive but
not sufficient for
classification

分類できない 分類できない data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

conclusive but
not sufficient for
classification

分類対象外 分類対象外 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

conclusive but
not sufficient for
classification

分類対象外 分類対象外 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

conclusive but
not sufficient for
classification

分類対象外 分類対象外 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

conclusive but
not sufficient for
classification

分類対象外 分類対象外 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

conclusive but
not sufficient for
classification

分類できない 分類できない data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

conclusive but
not sufficient for
classification

Self classification

環境省

E U

欧州化学物質庁 (REACH登録物質)

① ②危険有害
性クラス

6 引火性
液体

9 自然発
火性液体

欧州員会

Official classification

10自然発
火性固体

11 自己発
熱性化学

品

日本

3 エア
ゾール

2 可燃性/
引火性ガ

ス

4 支燃性/
酸化性ガ

ス

5 高圧ガ
ス

厚生労働省製品評価技術基盤機構

1 爆発物

8 自己反
応性化学

品

14 酸化性
固体

13 酸化性
液体

12.水反応
可燃性化

学品

15 有機過
酸化物

16 金属腐
食性物質

環境部

7 可燃性
固体



韓　国 ニュージーランド

分類結果
絵表
示

注意
喚起
語

危険有害性情報 分類結果 分類結果 危険有害性情報 分類結果 危険有害性情報 分類結果 危険有害性情報 分類結果 危険有害性情報 分類結果 分類結果

経口 区分3 危険 飲み込むと有毒 区分3 Acute Tox. 3
H301: Toxic if
swallowed.

Acute Tox. 3
H301: Toxic if
swallowed.

Acute Tox. 3
H301: Toxic if
swallowed.

Acute Tox. 3
H301: Toxic if
swallowed.

区分3
6.1D: Acutely
toxic (oral)

経皮 区分3 危険
皮膚に接触する
と有毒

区分3 Acute Tox. 3
H311: Toxic in
contact with skin.

Acute Tox. 3
H311: Toxic in
contact with skin.

Acute Tox. 3
H311: Toxic in
contact with skin.

Acute Tox. 3
H311: Toxic in
contact with skin.

区分3
6.1C: Acutely
toxic (dermal)

吸入：
ガス

分類対象外 分類対象外

吸入：
蒸気

区分2 危険
吸入すると生命
に危険

区分2

吸入：
粉塵

分類対象外

吸入：
ミスト

分類できない

区分1 危険
重篤な皮膚の薬
傷・眼の損傷

区分1 Skin Corr. 1B
H314: Causes
severe skin burns
and eye damage.

Skin Corr. 1B
H314: Causes
severe skin burns
and eye damage.

Skin Corr. 1B
H314: Causes
severe skin burns
and eye damage.

Skin Corr. 1B
H314: Causes
severe skin burns
and eye damage.

区分1
8.2C: Corrosive
to dermal tissue

区分1 危険 重篤な眼の損傷 区分1 data lacking Eye Damage 1
H318: Causes
serious eye
damage.

conclusive but
not sufficient for
classification

8.3A: Corrosive
to ocular tissue

分類できない 分類できない data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

conclusive but
not sufficient for
classification

区分1 警告
アレルギー性皮
膚反応を引き起こ
すおそれ

区分1 Skin Sens. 1
H317: May cause
an allergic skin
reaction.

Skin Sens. 1
H317: May cause
an allergic skin
reaction.

Skin Sens. 1
H317: May cause
an allergic skin
reaction.

Skin Sens. 1
H317: May cause
an allergic skin
reaction.

6.5B: Contact
sensitisers

区分2 警告
遺伝性疾患のお
それの疑い

区分2 data lacking inconclusive
conclusive but
not sufficient for
classification

6.6A: Known or
presumed
human
mutagens

区分1B 危険 発がんのおそれ 区分1B Carc. 1B
H350: May cause
cancer .

Carc. 1B
H350: May cause
cancer .

Carc. 1B
H350: May cause
cancer .

Carc. 1B
H350: May cause
cancer .

区分1

6.7A: Known or
presumed
human
carcinogens

区分2 警告
生殖能又は胎児
への悪影響のお
それの疑い

区分2 data lacking Repr. 2

H361: Suspected
of damaging
fertility or the
unborn child

conclusive but
not sufficient for
classification

6.8B: Suspected
human
reproductive or
developmental
toxicants

区分1（呼吸
器系、肝臓、
腎臓)

危険
臓器（呼吸器
系、肝臓、腎臓)
の障害

区分1（呼吸器
系、肝臓、腎
臓)

data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

conclusive but
not sufficient for
classification

区分1（呼吸
器系、腎臓）

危険

長期にわたる,
又は反復暴露に
よる臓器（呼吸
器系、腎臓）の
障害

区分1（呼吸器
系、腎臓）

data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

conclusive but
not sufficient for
classification

6.9B: Harmful to
human target
organs or
systems
(inhalation)

分類できない 分類できない data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

conclusive but
not sufficient for
classification

Acute Tox. 3
H331: Toxic if
inhaled.

区分3
6.1D: Acutely
toxic (inhalation)

①

H331: Toxic if
inhaled.

Acute Tox. 3
H331: Toxic if
inhaled.

②

E U

5 生殖細
胞変異原

性

1
急
性
毒
性

日本

Acute Tox. 3

危険有害
性クラス

欧州化学物質庁 (REACH登録物質)

Self classification

Acute Tox. 3

8 特定標
的臓器毒
性（単回
暴露）

10 吸引性
呼吸器有

害性

3 眼に対
する重篤

な損傷性/
眼刺激性

2 皮膚腐
食性/刺

激性

7 生殖毒
性

6 発がん
性

皮膚感作
性

4 呼吸器
感作性
または

製品評価技術基盤機構

9特定標
的臓器毒
性（反復
暴露）

厚生労働省

H331: Toxic if
inhaled.

分類できない

環境部 環境省欧州員会

Official classification



韓　国 ニュージーランド

分類結果
絵表
示

注意
喚起
語

危険有害性情報 分類結果 分類結果 危険有害性情報 分類結果 危険有害性情報 分類結果 危険有害性情報 分類結果 危険有害性情報 分類結果 分類結果

区分3 水生生物に有害 区分3 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

conclusive but
not sufficient for
classification

9.1D: Slightly
harmful in the
aquatic
environment or
are otherwise
designed for
biocidal action

区分外 区分外 data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

conclusive but
not sufficient for
classification

data lacking
conclusive but
not sufficient for
classification

conclusive but
not sufficient for
classification

E U

欧州化学物質庁 (REACH登録物質)

① ②欧州員会厚生労働省危険有害
性クラス

オゾン層
への有害

性

水生環境
有害性(長

期間)

水生環境
有害性(急

性)

製品評価技術基盤機構

日本

環境部 環境省

Official classification Self classification



資料2.4.2-4 CLP規則で届出された分類結果 エピクロロヒドリン（106-89-8）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Flam. Liq. 3 H226 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Acute Tox. 3 H301 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Acute Tox. 3 H311 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Acute Tox. 3 H331 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Skin Corr. 1B H314 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Eye Dam. 1 H318 ○

Skin Sens. 1 H317 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Carc. 1A H350 ○

Carc. 1B H350 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Repr. 2 H361 ○ ○

✔ ✔

666 117 117 43 29 26 4 3 1 1 1 1

   ： CLP規則 付属書Ⅵ 表3.1 の分類結果

   ： 調和化された分類と違った分類の届出

調和された分類

危険有害性クラ
ス・区分コード

危険有害
性情報
コード

調和された分
類

届出された分類

REACH登録で共同提出

届出企業数


