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1. 業務の目的 

 

平成 15 年 7 月に発出された国連勧告である「化学品の分類および表示に関する世界調和

システム」（GHS：Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals）に

おいては、化学品の危険有害性ごとの各国の分類基準及びラベルや安全データシート

（SDS：Safety Data Sheet）の内容を世界的に調和させ、統一させるルールが規定されてい

る。 

GHS は、化学物質及び混合物に固有な危険有害性を特定し、その危険有害性に関する情

報を労働者、消費者、輸送関係者、救急対応者に伝えることを目的としており、その分類

基準や表示等を定めた国連 GHS 文書に基づき、事業者が自ら分類及び表示をすることが求

められている。 

一方で、GHS そのものは勧告であり、法的拘束力はない。GHS を各国や地域が法律にと

り入れることにより、対応の義務や努力義務が発生する。 

国内では、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

（以下、「化管法」と略）において、第一種指定化学物質、第二種指定化学物質、及び第一

種・第二種指定化学物質を規定濃度以上含む混合物に対する SDS の提供が義務付けられて

いる。平成 24 年 4 月に改正された化管法省令（「指定化学物質等の性状及び取扱いに関す

る情報の提供の方法等を定める省令」。以下、「SDS 省令」と略）により、SDS 制度で提供

すべき情報等の追加、ラベル表示制度の新設がなされるとともに、化管法告示（「指定化学

物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係

る措置に関する指針」。以下、「化学物質管理指針」と略）により、指定化学物質等取扱事

業者が講ずべき措置として、JIS Z7252（GHS に基づく化学物質等の分類方法）及び Z7253

（GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法―ラベル，作業場内の表示及び安全デ

ータシート（SDS））に従い、化学物質の自主的な管理の改善に努めることが追加された。

なお、JIS Z7253 では、化学品に関わる危険有害性情報を収集し、JIS Z7252 に従って分類を

実施し、その結果を用いてラベル及び SDS の作成等により情報伝達を行う、としている。 

また、労働安全衛生法（以下、「安衛法」と略）等においては、対象物質及び対象物質を

規定濃度以上含む混合物に対して、SDS の提供及び/又はラベル表示が義務化されている。

平成 24 年 1 月に公布された安衛法省令「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」（平成

24 年厚生労働省令第 9 号）により、安衛法でラベル表示が義務付けられていない危険有害

な化学物質について、ラベル表示が努力義務化され、安衛法で SDS の交付が義務付けられ

ていない危険有害な化学物質について、SDS の交付が努力義務化された。また、安衛法告

示「化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針」（平成 24 年

厚生労働省告示第 133 号）により、改正安全衛生規則に定めるラベル表示及び SDS の交付

を促進するため、事業者が労働者に危険有害性を有する化学物質を取り扱わせる際の、容
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器等へのラベル表示及び SDS の作業場への掲示等による労働者への周知について定められ

た。 

このようなことから、事業者が GHS 分類を行う機会が増えてきていると言える。 

かかる背景の下、現在までに、わが国においては事業者が自主的に GHS 分類を行うため

に参考とする各種基準やツールの作成、整備が進められてきた。具体的には、分類及び表

示に関する JIS 規格の整備、政府向け及び事業者向け GHS 分類ガイダンスの策定、事業者

向けの混合物分類ソフトの開発等、ツール類の開発と改善・改良などである。 

こうした状況を踏まえて、今後は、事業者に対する GHS の普及啓発を実施し、これまで

整備してきたツール等の有効活用を含む、事業者による化学物質の自主管理や GHS 分類の

精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。 

そのため、本業務では、GHS 分類・表示に関する普及啓発の実施及び事業者が化学物質

の自主管理において自発的に GHS 分類・表示を行う仕組み作りに資するべく、そのための

環境整備及びツール作成等を行うことを目的とし、経済産業省から公開されている GHS に

関するパンフレットの改訂及び印刷と、政府向け及び事業者向け GHS 分類ガイダンスの国

連 GHS 文書改訂 4 版及び改訂が検討されている JIS Z 7252 の内容を考慮したものへの改訂

を実施した。分類ガイダンスの改訂に際しては、有識者、専門家からなる「平成 24 年度 GHS

分類ガイダンスの改訂に係る検討委員会」を開催し、有識者、専門家からの意見を反映し

て改訂案の作成作業を行った。 
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2. 業務の内容及び方法 

 

2.1 パンフレットの改訂及び印刷 
 GHS 分類・表示に関する普及啓発を行うために、経済産業省では、2006 年 3 月、2011 年

3 月に GHS に関するパンフレットを作成し、ホームページで公開してきた。また、化管法

のパンフレットにおいても、SDS による情報提供の説明がなされている。事業者が法規制

に基づき、GHS に対応した SDS の作成やラベル表示、作業場内への表示について、義務と

してあるいは努力義務として実施すべき内容をわかりやすく伝えることを目標に、これら

のパンフレット等の内容の見直し・統合を行った。改訂したパンフレットを印刷、納品し

た。 

 

2.1.1 パンフレットの改訂 

パンフレットに記載する項目・内容について、経済産業省担当官と協議の上、以下の方

法で検討し、パンフレットの原稿を作成した。 

 

a. 現行パンフレットからの記載要素の抽出 

現行の 3 つのパンフレットである化管法のパンフレット「化学物質の管理と環境保全の

ために PRTR について」（経済産業省・環境省, 2012）、GHS のパンフレット「GHS 化学

品の分類および表示に関する世界調和システム」（経済産業省, 2011）及び安衛法のパンフレ

ット「化学物質の表示・文書交付制度のあらまし」（厚生労働省, 2011）から記載要素を抽出

した。 

 

b. 平成 24 年に改正された SDS 省令及び化学物質管理指針の内容の確認 

平成 24 年 4 月 20 日付けにて、SDS 省令及び化学物質管理指針が改正された。これらの

中から、パンフレットに記載すべき事項を確認した。 

 

・ 経済産業省令第三十六号（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

促進に関する法律の規定に基づき、及び同法を実施するため、指定化学物質等の性状

及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令の一部改正） 

・ 経済産業省環境省告示第七号（指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学

物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針の一部改正） 

 

c. 平成 24 年に公布された安衛法の省令・指針・通達等 

 平成 24 年 1 月 27 日付けにて、安衛法に係る以下の省令が改正された。また、省令改正

に伴い平成 24 年 3 月に告示、指針、通達等が公布された。これらの中からパンフレットに
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記載すべき事項を確認した。 

 

・ 化学物質の危険有害性情報の提供の促進に係る労働安全衛生規則の一部を改正する

省令（厚生労働省令第九号） 

・ 厚生労働省告示第百三十三号（平成 24 年 3 月 26 日）「化学物質の危険性又は有害性

等の表示又は通知等の促進に関する指針」：化学物質等の危険有害性等の表示に関す

る指針（平成四年労働省告示第六十号）の全部改正 

・ 厚生労働省告示第百五十号（平成 24 年 3 月 26 日）：労働安全衛生規則第二十四条の

十四第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める危険有害化学物質等の定め 

・ 厚生労働省告示第百五十一号（平成 24 年 3 月 26 日）：労働安全衛生規則第二十四条

の十四第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章の定め 

・ 厚生労働省労働基準局長基発０３２９第７号（平成 24 年 3 月 29 日）：労働安全衛生

規則の一部を改正する省令の施行及び関係告示の適用等について 

・ 厚生労働省労働基準局長基発０３２９第１０号（平成 24 年 3 月 29 日）：化学物質等

の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進について 

・ 厚生労働省労働基準局長基発０３２９第１１号（平成 24 年 3 月 29 日）：化学物質等

の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針について 

 

2.1.2 パンフレットの印刷 

2.1.1 項にて検討した内容を、パンフレットに反映し、改訂版を作成した。経済産業省担

当官の確認を得た後、印刷及び納品を行なった。 

 

2.2 GHS 分類ガイダンス改訂案の作成 
経済産業省のホームページで公開されている、政府向け GHS 分類ガイダンス（平成２２

年度改訂版）（以下、「政府向けガイダンス」と略）及び事業者向け GHS 分類ガイダンス（平

成２１年度改訂版）（以下、「事業者向けガイダンス」と略）の改訂案を作成した。改訂案

の作成に当たっては、まず現行の GHS 分類ガイダンスに対して、国連 GHS 文書改訂 4 版

で追加・修正された内容及び改訂が検討されている JIS Z 7252 から、ガイダンス改訂案に追

加・修正すべき内容を抽出し、抽出した内容を精査しながら、ガイダンス改訂案に反映し

た。分類ガイダンスの改訂に際しては、有識者、専門家からなる「平成 24 年度 GHS 分類

ガイダンスの改訂に係る検討委員会」を開催し、有識者、専門家からの意見を反映しつつ

改訂案の作成作業を行なった。 

 

2.2.1 国連 GHS 文書で追加・修正された内容及び JIS Z 7252 の改訂内容の確認 

国連 GHS 文書改訂 3 版及び 4 版で追加・修正された内容を抽出し、政府向け/事業者向け

ガイダンスに追加・修正すべき内容を検討した。 
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また、2009 年に作成された JIS Z 7252 は、作成された時期から国連 GHS 文書改訂 2 版に

従った内容であり、改訂 3 版及び 4 版で改訂された内容を取り入れ、さらに物理化学的危

険性に関する分類基準について整備するため、「GHS に基づく化学品の分類方法」に関する

JIS 原案作成委員会にて改訂の検討が行われていた。これらの検討内容を分類ガイダンスに

も反映させる必要があることから、経済産業省担当官を通じて原案作成委員会の資料を入

手して改訂状況を把握し、その内容を GHS 分類ガイダンス改訂案に反映した。 

 

2.2.2 GHS 分類ガイダンスの改訂に係る検討委員会の実施と成果のとりまとめ 

 GHS 分類ガイダンスの改訂にあたり、GHS に関連する有識者、専門家からの意見を反映

させることを目的とし、「平成 24 年度 GHS 分類ガイダンスの改訂に係る検討委員会」を開

催した。委員会のメンバーについては、これまでの GHS 分類ガイダンス作成及び GHS に

関連する JIS の検討会等で有識者、専門家として委員を務められた方の中から、経済産業省

担当官と協議の上選定した。 

委員会事務局として、委員会に必要な資料の作成、関係省庁担当者等との打合せ、委員

会前の委員（長）へのガイダンス改訂案の連絡及び事前コメント対応、委員長への事前説

明の実施及び委員会後のガイダンス改訂案への修正反映を行なった。 

 

2.2.3 政府向け/事業者向け GHS 分類ガイダンス改訂案の英語版作成 

 2.2.1 項及び 2.2.2 項で作成した政府向け/事業者向け GHS 分類ガイダンスの改訂案につい

て、国連 GHS 文書本文にて使用されている用語等を適切に使うことに留意しながら英語版

の作成を行なった。 
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3. 業務の結果 

 

3.1 パンフレットの改訂及び印刷 
 

3.1.1 パンフレットの改訂 

経済産業省担当官と協議の上、以下の内容を含むパンフレットの原稿（48 ページ）を作

成した。改訂したパンフレットを付属資料 1 に示す。 

 

a. 現行パンフレットからの記載要素の抽出 

現行の 3 つのパンフレットである化管法のパンフレット「化学物質の管理と環境保全の

ために PRTR について」（経済産業省・環境省, 2012）、GHS のパンフレット「GHS 化学

品の分類および表示に関する世界調和システム」（経済産業省, 2011）及び安衛法のパンフレ

ット「化学物質の表示・文書交付制度のあらまし」（厚生労働省, 2011）から記載要素を抽出

した。抽出結果を以下に示す。 

・ GHS の概要/内容 

・ 世界各国の GHS 対応状況 

・ GHS 導入のメリット 

・ 国連 GHS 文書の紹介 

・ 日本における GHS 実施に向けた活動 

・ GHS 導入の支援ツール 

・ 混合物の GHS 分類 

・ ラベル表示、SDS の作成において必要な情報 

・ 化管法及び安衛法における SDS の位置づけ 

・ 化管法及び安衛法に基づき、SDS やラベルの提供の必要等がある対象物質のリスト 

 

b. 平成 24 年に改正された化管法の SDS 省令及び化学物質管理指針の内容 

平成 24年に改正された、化管法の SDS省令及び化学物質管理指針の内容を精査した結果、

パンフレットに記載すべき事項は以下の①～③であった。 

 

① SDS 制度で提供すべき情報等の追加 

化管法に基づく SDS 制度で提供しなければならない情報として、応急措置、ばく露防

止及び保護措置等の6項目が追加されるとともに、SDSの16項目の記載方法については、

JIS Z 7253 に適合するよう記載することが努力義務化された。図 1 に、化管法に基づく SDS

制度で提供しなければならない情報として新たに追加された項目を示す（下線・斜体字

の項目）。 



 7

1. 化学品及び会社情報

2. 危険有害性の要約

3. 組成及び成分情報

4. 応急措置

5. 火災時の措置

6. 漏出時の措置

7. 取扱い及び保管上の注意

8. ばく露防止及び保護措置

9. 物理的及び化学的性質

10. 安定性及び反応性

11. 有害性情報

12. 環境影響情報

13. 廃棄上の注意

14. 輸送上の注意

15. 適用法令

16. その他の情報

 

図 1 化管法に基づく SDS の提供において、提供しなければならない情報 

 

② ラベル表示制度の新設 

平成 24 年に改正された化管法の SDS 省令において、ラベル表示制度が新設された。こ

れは、化管法に基づき提供すべき指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報につい

て、新たにラベル表示による情報提供を JIS Z 7253 に適合する表示を行うことが努力義務

化されたものである。よって、ラベル表示制度についての説明やラベル表示の例の追記

が必要となった。 

 

③ JIS Z 7252 及び JIS Z 7253 に従い、化学物質の自主的な管理の改善に努めること 

平成 24 年に改正された化学物質管理指針により、指定化学物質等取扱事業者は JIS Z 

7252 及び JIS Z 7253 に従い、化学物質の自主的な管理の改善に努めることが明記された。

指定化学物質等取扱事業者は自主的な GHS 分類及びラベル表示・SDS による情報提供等

に努めることとなったことから、改正された化学物質管理指針もパンフレットへの記載

が必要であると判断した。 

 

c. 平成 24 年に公布された安衛法の省令・指針・通達等の内容 

平成 24 年に公布された安衛法の省令、指針、通達等の内容を精査した結果、パンフレッ

トに記載すべき事項は以下の①～③であった。 

 

① 新たに公布・改正された関係法令の掲載 

 平成 24 年に公布された安衛法の省令、指針を含めた安衛法の表示・文書交付に関する関

係法令は、安衛法に基づく最新の表示・文書交付制度の理解のために必要と考え、パンフ

レットへの掲載が必要であると判断した。 

 

② 表示・文書交付等の対象物質の拡大 
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従来、安衛法において、表示が義務化されていた表示対象物質、文書交付が義務化され

ていた通知対象物質に加え、事業者が自主的に GHS 分類を行った結果、JIS Z7253 に危険有

害性クラス、危険有害性区分及びラベル要素が定められた物理化学的危険性又は健康有害

性を有する物質について、表示及び文書交付に努めなければならないこととされた。これ

により、表示・文書交付等について対象物質が拡大されることとなったことから、パンフ

レットへの追記が必要であると判断した。 

 

③ 表示・文書公布の対象物質の追加等 

 法令改正により、平成 25 年 1 月 1 日以降、表示対象物質の追加や文書交付対象物質の含

有率対象範囲の変更があったため、対象物質リストに新しい対象物質の情報を掲載する必

要があると判断した。 

 

3.1.2 パンフレットの印刷 

3.1.1 項にて作成したパンフレットの印刷及び納品を行なった。 

・印刷条件：A4 両面カラー（本文表紙共再生紙マットコート 62.5ｋ中綴じ製本） 

・印刷部数：約 2,000 部 

・納 品 日：平成 24 年 12 月～平成 25 年 2 月のうち、経済産業省担当官の指定する日 

・納 品 先：経済産業省担当官の指定する全国 8 カ所の指定する住所 

・そ の 他：納品を指定された部数以外の平成 25 年 3 月までの保管 

その後、経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質リスク評価室への

納品 

 

3.2 GHS 分類ガイダンス改訂案の作成 
 

3.2.1 国連 GHS 文書で追加・修正された内容及び JIS Z 7252 の改訂内容の反映 

国連 GHS 文書改訂 3 版及び 4 版で追加・修正された内容及び JIS Z 7252 の改訂内容を確

認・精査した結果、以下の事項を政府向け及び事業者向けガイダンスに反映させた。 

・項目名の修正（火薬類→爆発物、可燃性／引火性ガス→可燃性／引火性ガス（化学的

に不安定なガスを含む）、可燃性／引火性エアゾール→エアゾール） 

・「可燃性／引火性ガス（化学的に不安定なガスを含む）」に「区分 A、B：化学的に不安

定なガス」を追加 

・「エアゾール」に「区分３：非引火性エアゾール」を追加 

・ISO10156:2010 の情報に更新（酸化性ガス、可燃性ガス） 

・呼吸器感作性、皮膚感作性における細区分（区分 1A、1B）の採用 

・水生環境有害性慢性区分について、慢性毒性試験データがある場合の分類手順の追加 

・オゾン層破壊物質のエンドポイントの追加 
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・危険有害性情報や注意書き等の文言の更新 

 

また、その他の修正として、以下を行った。 

・JIS に準拠した用語の修正（暴露→ばく露、孵化→ふ化） 

・ガイダンス中に記載されている URL について、リンクの確認とリンク切れの修正 

・ガイダンス中に記載されているテストガイドラインの追加、更新 

・EU H Code（EU の CLP 分類における危険有害性情報）の追加 

 

3.2.2 GHS 分類ガイダンスの改訂に係る検討委員会の実施と成果のとりまとめ 

 「平成 24 年度 GHS 分類ガイダンスの改訂に係る検討委員会」委員を、表 1 に示す。委

員会の開催日、開催場所、主な審議事項を表 2 に示す。 

 委員会での指摘事項を踏まえた分類ガイダンスの序、物理化学的危険性、健康有害性及

び環境有害性に関する主な改訂内容を、それぞれ表 3、表 4、表 5 及び表 6 に示す。 

 政府向けガイダンス改訂案、事業者向けガイダンス改訂案を、それぞれ付属資料 2、付属

資料 3 に示す。 

 政府向けガイダンス改訂案の英訳、事業者向けガイダンス改訂案の英訳を、それぞれ付

属資料 4、付属資料 5 に示す。 

 

表1 「平成24年度GHS分類ガイダンスの改訂に係る検討委員会」委員（敬称略） 

氏名 所属・役職等 

城内 博（委員長） 日本大学大学院 理工学研究科 医療･福祉工学専攻 教授 

板垣 晴彦 独立行政法人労働安全衛生総合研究所 化学安全研究グループ

上席研究員 

小里 幸徳 住友化学株式会社 レスポンシブルケア室 主席部員 

佐野 弘 日本ケミカルデータベース株式会社 技術顧問 

菅谷 芳雄 独立行政法人国立環境研究所 環境リスク研究センター 研究

調整主幹/環境リスク研究推進室 主任研究員（兼務） 

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 

野口 淳平 化学品リスクコミュニケーション研究所 所長 

濵田 高志 一般社団法人日本海事検定協会 安全技術室 

宮川 宗之 独立行政法人労働安全衛生総合研究所健康障害予防研究グルー

プ 部長 

森田 健 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 室長 

渡辺 健児 社団法人日本塗料工業会 製品安全部 部長 
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オブザーバー 

厚生労働省 医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室 

厚生労働省 労働基準局安全衛生部化学物質対策課 

環境省 環境保健部環境安全課 

内閣府消費者庁 表示対策課 

総務省消防庁 予防課危険物保安室 

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リスク評価課 

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リスク管理課 

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情報業務課 

 

 

表2 「平成24年度GHS分類ガイダンスの改訂に係る検討委員会」開催日等 

回 開催日 開催場所 主な審議事項 

第1回 平成24年10月10日 経済産業省2西8共用会

議室 

序及び物理化学的危険性の改訂

案 

第2回 平成24年11月6日 経済産業省513共用会議

室 

第1回委員会指摘事項への対応 

健康有害性の改訂案 

第3回 平成24年12月26日 経済産業省2西8共用会

議室 

第2回委員会指摘事項への対応 

環境有害性の改訂案 
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表 3 分類ガイダンスの主な改訂内容（序） 

ガイダンス 項 該当箇所 改訂内容 

政府向け 1-3 分類作業

フロー 

図 1-1-1 分類作

業フロー（物理化

学的危険性） 

「国連危険物輸送勧告付属書」と「既存

の文献によるデータ」の優先度に関して、

優先度を設けず、両者を並列として記載

した。 

 関連する「2-1-2 物性データ集」にお

いて、「図 1-1-1 の通り、分類に当たって

は TDG 分類及び一般に周知されたデー

タ集の中から物理化学的性質のデータを

調べる。」に変更した。 

事業者向

け 

1-5 混合物の

分類基準及び

分類手順 

（新規事項） 

1-5 混合物の分

類基準及び分類

手順 

（新規事項） 

「JIS Z 7252:2009」の改訂案の内容に沿

って、「5.2 分類基準及び分類手順」に

示された混合物分類の考え方の基本を追

加した。 
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表 4 分類ガイダンスの主な改訂内容（物理化学的危険性） 

ガイダンス 項 該当箇所 改訂内容 

2-2 物理化学

的危険性の分

類のための物

理的、化学的状

態および化学

構造による対

象項目 

2-2-7 自己反応

性に関連する原

子団の文書中 

「官能基」を「原子団」に修正した。 

 分類の指針

と分類結果の

記載例 

（3）TDG 分類に

基づく区分 

 

N.O.S.（not otherwise specified）付きの国

連番号に基づく分類に関して、「所定の

レビュー文書の情報から確認できる場合

には、区分分けできることにする」を削

除し、N.O.S.付きの国連番号を与えられ

た物質の TDG 分類は、GHS 区分に利用

しないという内容に修正した。 

2-3-2 可燃性／

引火性ガス（化

学的に不安定

なガスを含む） 

表 2.2.1  可燃

性/引火性ガスの

判定基準 

文意が明確になるよう「爆発範囲（燃焼

範囲）が 12%以上」を「爆発範囲（爆発

上限界濃度と下限界濃度の差）が 12%以

上」に修正した。 

2-3-3 エアゾ

ール 

（2）GHS の分類

基準 

GHS 改訂第 4 版において、可燃性／引火

性エアゾールがエアゾールに変更された

ことを受けて、「可燃性又は引火性を有

するエアゾール」あるいは「エアゾール」

に関する記述なのかが分るように修正し

た。 

政府向け 

2-3-6 引火性

液体 

（3）分類の指針

 

指定可燃物でもGHS分類で区分3に該当

する物があるため、「指定可燃物である

液体は区分外とする」を削除した。 

事業者向

け 

  政府向けと同じ箇所について修正した。
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表 5 分類ガイダンスの主な改訂内容（健康有害性） 

ガイダンス 項 該当箇所 改訂内容 

3-1 分類判定

に利用可能な

情報 

List 2：List1 に記

載された評価書

以外の有用な情

報源 

EU CLP 分類における分類は、根拠情報

が入手できないことから、List 3（List1、

2 のデータがある場合に、必要に応じて

参照する）の扱いに修正した。本文中に

「GHS 分類の参考とすることができ

る。」と記載した。 

3-2-2 皮膚腐

食性及び皮膚

刺激性 

（4）分類・判定

等に係る指針 

D）構造活性相関

による判定 

 

構造活性相関の「分類においては、一切

考慮しないこと。」の記述に関して、構造

活性相関によるデータの信頼性判断が難

しく、関連省庁による分類においても使

っていないが、事業者の判断において、

信頼できるデータがあれば、それを使用

することは差し支えない、あるいは、例

えば List の文献で構造活性相関が使われ

ていて妥当性が確認できる場合は、使用

してもよいと考えられることから、「原

則として使用しない」という表現に修正

した。 

3-2-3 眼に対

する重篤な損

傷性又は眼刺

激性 

（4）分類・判定

等に係る指針 

A）本項の背景及

び留意点 

List 1、List 2 において明確に有害性を否

定するデータが得られたときに「区分外」

とするとの提案に関して議論を行った

が、現状どおり List1 のみとなった。 

政府向け 

3-2-4 呼吸器

感作性又は皮

膚感作性 

（4）分類・判定

等に係る指針 

B）分類手順につ

いて 

②皮膚感作性 

 

LLNA（DA）および LLNA（BrdU）試験

について、OECD テストガイドラインと

しては存在するため、例示には含めたが、

分類への活用については以下のとおり修

正した。 

「 LLNA 法 の う ち DA 法 （ OECD 

TG442A ） 、 BrdU-ELISA 法 （ OECD 

TG442B）については、細区分の判定基準

が明確に定められておらず、細区分の分

類に使用するには慎重な判断が必要であ
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る。」 

表「GHS 分類の

基礎となる試験

データ」 

試験方法の和名を、原文をより正確に反

映した名称に変更した。 

3-2-5 生殖細

胞変異原性 

図「GHS におけ

る生殖細胞変異

原性分類フロー」

国連 GHS 文書及び JIS の記載内容、最近

の生殖細胞変異原性試験の研究成果等を

踏まえ、分類フローを変更した。 

  政府向けと同じ箇所について修正した。

3-2-1 分類判

定に利用可能

な情報源 

情報源を紹介し

いている囲みの

下の部分 

事業者向けガイダンスでは、得られた情

報の確からしさを確認することができる

かどうかによって、各 List の優先順位を

付けていることを説明し、政府向けにお

ける List の紹介をするが、各情報源がど

の List に相当するかは事業者の判断に委

ねる旨を記載した。分類ロジックにおい

ても、List レベルは参考情報としての扱

いとなるよう修正。 

図 3-3-1-2「混合

物の急性毒性を

分類するための

段階的方法」 

 

つなぎの原則は類似混合物について試験

されたデータが存在することが前提とな

った（GHS 文書の表現で tested が追加さ

れた）ため、「十分な類似の混合物デー

タ」を「類似の混合物の十分な試験デー

タ」に修正した。 

他の有害性項目も同様に修正した。本文

は他の有害性項目も含め、「個々の成分

及び類似の試験された混合物の両方に関

して十分なデータがある場合」に修正し

た。 

事業者向

け 

3-3-1 急性毒

性 

 

（6）加算式によ

る区分 

B）混合物の１又

は複数の成分の

データが利用で

きない場合 例

急性毒性の計算例について、ワーストケ

ースを強調するような記載は事業者の裁

量を妨げる可能性があるため、一般的な

事例を載せることとし、UNITAR で紹介

されている計算事例を利用して記載内容

を修正した。また、具体的な物質名等の
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-4 記載は避けて修正した。 

3-3-8 特定標

的臓器毒性（単

回ばく露） 

（6）混合物の分

類方法 

F）区分 3 の成分

を含む混合物を

外挿する場合 

「専門家判断を実施せずに合計濃度 20%

の基準を適用した場合には、その旨を記

載するのが望ましい。」を「専門家判断

を実施せずに合計濃度 20％以下の基準

を適用した場合には、その旨を情報伝達

することが望ましい。」に修正。 
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表 6 分類ガイダンスの主な改訂内容（環境有害性） 

ガイダンス 項 該当箇所 改訂内容 

List 2：List1 に記

載された評価文

書以外の有用な

情報源 

EU ECBのN-CLASS Databaseにおける分

類は、根拠情報が入手できないことから、

List 3（List1、2 のデータがある場合に、

必要に応じて参照する）の扱いに修正し

た。また、EU CLP 分類の取扱に関して、

本文中に「GHS 分類の参考とすることが

できる。」と記載した。 

（2）生物蓄積性、

急速分解性デー

タの情報源 

List1 

（1－2）の備考）

新たに「実測値と推定値が掲載されてい

るが、List1 として分類の判断に使用する

際は実測値のみ使用すること。推定値は

参考として記載しておくことが望まし

い。」と追記した。 

4-1 分類判定

に利用可能な

情報 

（2）生物蓄積性、

急速分解性デー

タの情報源 

List2 

生物蓄積性及び急速分解性に関する推算

ソフトを削除した。 

なお、4-2-1 水生環境有害性、（3）情報

源及びデータに関する事項、B）収集す

るデータ及び利用可能なデータの条件の

該当する部分の脚注に推算ソフトの例と

してそれぞれ記載した。 

政府向け 

4-2 環境有害

性の分類 

4-2-1 水生環境

有害性 

（3）情報源及び

データに関する

事項 

B）収集するデー

タ及び利用可能

なデータの条件 

③生物蓄積性、急

速分解性データ 

 

「QSAR などの検証された手法を用いて

log Kow の推算を行ってよい。」を「QSAR

などの検証された手法を用いて log Kow

の推算値は分類の根拠とは出来ないもの

の参考情報として記載することが望まし

い。」に修正した。 

 

「これらの試験結果が得られない場合に

は、生分解性予測ソフトによる予測結果

を利用できる。」を「これらの試験結果

が得られない場合には、生分解性予測ソ

フトによる予測結果は分類の根拠とは出

来ないものの参考情報として記載するこ

とが望ましい。」に修正した。 
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事業者向

け 

  政府向けと同じ箇所について修正した。

 

 

以上 

 

 


