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○
厚 生 労 働 省

経 済 産 業 省

環 境 省

告 示 第 五 号

化 学 物 質 の 審 査 及 び 製 造 等 の 規 制 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 一 年 法 律 第 三 十 九

号 ） 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 化 学 物 質 の 審 査 及 び 製 造 等 の 規 制 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 八 年 法 律

第 百 十 七 号 ） 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 に 掲 げ る 新 規 化 学 物 質 が 同 項 第 五 号 に 該 当 す る も の で

あ る 旨 の 通 知 を し た の で 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ の 名 称 を 公 示 す る 。

平 成 二 十 四 年 七 月 三 十 一 日

厚 生 労 働 大 臣 小 宮 山 洋 子

経 済 産 業 大 臣 枝 野 幸 男

環 境 大 臣 細 野 豪 志

通し番号

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律

（平成21年法律第39号）第２条の規定による改正前の化学物質の審査

及び製造等の規制に関する法律第４条第１項の規定に基づき、同項第

５号に該当するものである旨の通知をした新規化学物質の名称

整理番号

６３００ アクリル酸・ブタン－１－イル＝アクリラート・ビニル＝アセタート

・１－ビニル－２－ピロリドン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶

（６）－２９６３
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であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る

。）

６３０１ ２，２′－ジメチル－４，４′－（シクロヘキサン－１，１－ジイル

）ジフェノール・ホスゲン・４，４′－（プロパン－２，２－ジイル

）ジフェノール重縮合物の両末端４－（２－フェニルプロパン－２－

イル）フェノール縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（７）－３０４８

６３０２ ２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・２－エチルヘキサン

－１－イル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラー

ト・メタクリル酸・スチレン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶で

あり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。

）

（６）－２９６４

６３０３ アクリルアミド・エチル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝ア

クリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重

合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含

有率が１％以下であるものに限る。）

（６）－２９６５
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６３０４ １－エチルシクロペンタン－１－イル＝アクリラート・３－ヒドロキ

シ－１－アダマンチル＝メタクリラート・５－オキソ－４－オキサト

リシクロ［４．２．１．０ ３ ， ７ ］ノナン－２－イル＝メタクリラー

ト共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成

分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（６）－２９６６

６３０５ ベンジル＝メタクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝メタク

リラート・２－ヒドロキシプロパン－１－イル＝メタクリラート・メ

タクリル酸共重合物（水及び酸に不溶であり分子量 1,000 未満の成分

の含有率が１％以下であるものに限る。）

（６）－２９６７

６３０６ アクリル酸・アンモニウム＝α－［１－（アリルオキシ）－３－（４

－ノナン－１－イルフェノキシ）プロパン－２－イル］－ω－（スル

ホナトオキシ）ポリ（ｎ＝１～ 100 ）（オキシエチレン）・ブタン－

１－イル＝アクリラート・エチレン＝ジメタクリラート・２－ヒドロ

キシエチル＝メタクリラート・メタクリルアミド・メチル＝メタクリ

ラート・スチレン共重合物（架橋構造）（水、酸及びアルカリに不溶

であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る

（６）－２９６８
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。）

６３０７ ２－エチル－２－アダマンチル＝メタクリラート・３－ヒドロキシ－

１－アダマンチル＝アクリラート・５－オキソ－４－オキサトリシク

ロ［４．２．１．０ ３ ， ７ ］ノナン－２－イル＝アクリラート共重合

物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有

率が１％以下であるものに限る。）

（６）－２９６９

６３０８ ２－エチル－２－アダマンチル＝メタクリラート・３－ヒドロキシ－

１－アダマンチル＝メタクリラート・５－オキソ－４－オキサトリシ

クロ［４．２．１．０ ３ ， ７ ］ノナン－２－イル＝２－（メタクリロ

イルオキシ）アセタート・２－オキソオキソラン－３－イル＝メタク

リラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未

満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（６）－２９７０

６３０９ アクリル酸、（２－｛［２，２－ビス（アクリロイルオキシメチル）

ブトキシ］メチル｝－２－エチルプロパン－１，３－ジイル＝ジアク

リラートを主成分とする、アクリル酸と２－エチル－２－（ヒドロキ

シメチル）プロパン－１，３－ジオールの縮合反応生成物）、｛２－

（７）－３０４９
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エチル－２－［（メタクリロイルオキシ）メチル］プロパン－１，３

－ジイル＝ジメタクリラートを主成分とする、メタクリル酸と２－エ

チル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオールの縮合

反応生成物｝、２，２′，４，４′－テトラメチル－２，２′－ジア

ゼンジイルジペンタンニトリル及びビス（４－ｔｅｒｔ－ブチルシク

ロヘキサン－１－イル）＝ペルオキシジカルボナートの反応生成物（

架橋構造）（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用

溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）

６３１０ アクリル酸・１，３－ジビニルベンゼン・１，４－ジビニルベンゼン

・３－エチルスチレン・４－エチルスチレン・イソプレン共重合物（

架橋構造）（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用

溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）

（６）－２９７１

６３１１ アクリロニトリル・ブタン－１－イル＝アクリラート・エチル＝アク

リラート・オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート共重合物（

水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が

１％以下であり、分子構造中のオキシラン－２－イルメチル＝メタク

（６）－２９７２
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リラートの含有率が１０重量％以下であるものに限る。）

６３１２ アクリルアミド・２－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）エチル＝メタクリ

ラート・エチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラ

ート・スチレン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（６）－２９７３

６３１３ アクリル酸・ベンジル＝アクリラート・メタクリル酸共重合物（水及

び酸に不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下である

ものに限る。）

（６）－２９７４

６３１４ ３－［メチル（ジメトキシ）シリル］プロパン－１－イル＝メタクリ

ラート・２，２，４，４，６，６，８，８－オクタメチルシクロテト

ラシロキサン・テトラエトキシシラン重縮合物（架橋構造）（水、酸

及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以

下であるものに限る。）

（７）－３０５０

６３１５ エチル＝メタクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝メタクリ

ラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メ

チル＝メタクリラート・スチレン共重合物（水及び酸に不溶であり分

（６）－２９７５
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子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

６３１６ ２－アクリルアミド－２－メチルプロパン－１－スルホン酸・アクリ

ロニトリル・ブタン－１－イル＝アクリラート・オキシラン－２－イ

ルメチル＝メタクリラート共重合物（数平均分子量が 1,000 以上であ

り水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構

造中のオキシラン－２－イルメチル＝メタクリラートの含有率が７重

量％以下であるものに限る。）

（６）－２９７６

６３１７ ビス（３，６，９－トリオキサデカン－１－イル）＝スクシナート （２）－４１０９

６３１８ ２－（アセトアセトキシメチル）－２－エチルプロパン－１，３－ジ

イル＝ビス（アセトアセタート）及び２－エチル－２－（ヒドロキシ

メチル）プロパン－１，３－ジイル＝ビス（アセトアセタート）の混

合物

（２）－４１１０

６３１９ シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・オキシラン－２－イル

メチル＝メタクリラート・３，３，４，４，５，５，６，６，７，７

，８，８，８－トリデカフルオロオクタン－１－イル＝メタクリラー

ト共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成

（６）－２９７７
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分の含有率が１％以下であるものに限る。）

６３２０ クロロエテン・シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・オキシ

ラン－２－イルメチル＝メタクリラート・３，３，４，４，５，５，

６，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクチル＝メタクリ

ラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満

の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（６）－２９７８

６３２１ ブタン－１－イル＝アクリラート・２－エチルへキサン－１－イル＝

アクリラート・イソブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル

＝メタクリラート共重合物（水及び酸に不溶であり分子量 1,000 未満

の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（６）－２９７９

６３２２ ベンジル＝メタクリラート・メタクリル酸・トリシクロ［５．２．１

．０ ２ ， ６ ］デカン－８－イル＝メタクリラート共重合物（水、酸及

びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下

であるものに限る。）

（６）－２９８０

６３２３ （アジピン酸・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・ナト

リウム＝３，５－ジカルボキシベンゼンスルホナート重縮合物）・ビ

（７）－３０５１
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ス（４－イソシアナトフェニル）メタン・２－ブタン－１－イル－２

－エチルプロパン－１，３－ジオール・２，２－ジメチルプロパン－

１，３－ジオール重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

６３２４ （ビシクロ［２．２．１］ヘプタ－５－エン－２－イル）メチル＝ア

セタート・５－ブタン－１－イルビシクロ［２．２．１］ヘプタ－２

－エン・メチル＝ビシクロ［２．２．１］ヘプタ－５－エン－２－カ

ルボキシラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（６）－２９８１

６３２５ （ビシクロ［２．２．１］ヘプタ－５－エン－２－イル）メチル＝ア

セタート重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満

の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（６）－２９８２

６３２６ ブタン－１－イル＝メタクリラート・メタクリル酸・２－［４－（２

－フェニルプロパン－２－イル）フェノキシ］エチル＝アクリラート

共重合物（水及び酸に不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が

１％以下であるものに限る。）

（６）－２９８３
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６３２７ ベンジル＝メタクリラート・ブタン－１－イル＝メタクリラート・２

－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・２－［４－（

２－フェニルプロパン－２－イル）フェノキシ］エチル＝アクリラー

ト共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成

分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（６）－２９８４

６３２８ アリル＝メタクリラート・シクロヘキサン－１－イル＝２－（ヒドロ

キシメチル）アクリラート・メタクリル酸共重合物（水、酸及びアル

カリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下である

ものに限る。）

（６）－２９８５

６３２９ ブタン－１－イル＝メタクリラート・３－［ジメトキシ（メチル）シ

リル ] プロパン－１－イル＝メタクリラート・２－（Ｎ，Ｎ－ジメチ

ルアミノ）エチル＝アクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝

アクリラート・α－ヒドロ－ω－（メタクリロイルオキシ）ポリ（オ

キシエチレン）・イソブチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラ

ート・３－（トリエトキシシリル）プロパン－１－イル＝メタクリラ

ート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の

（６）－２９８６
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成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

６３３０ ブタン－１－イル＝アクリラート・エチレン＝ジメタクリラート・２

－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・α－メタクリロイル－

ω－（メタクリロイルオキシ）ポリ（ｎ＝８～20）（オキシエチレン

）・メチル＝アクリラート共重合物（架橋構造）（数平均分子量が

1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶

であるものに限る。）

（６）－２９８７

６３３１ ブタン－１－イル＝メタクリラート・２－エトキシエチル＝メタクリ

ラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝メタクリラート共重合物（

水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が

１％以下であるものに限る。）

（６）－２９８８

６３３２ α－［１－（アリルオキシ）－３－（４－ノニルフェノキシ）プロパ

ン－２－イル］－ω－ヒドロキシポリ（ｎ＝14～45）（オキシエチレ

ン）・｛α－［（３－アミノプロピル）（ジメチル）シリル］－ω－

（３－アミノプロピル）ポリ［オキシ（ジメチルシランジイル）］・

４，４′－ジシアノ－４，４′－ジアゼンジイルジペンタン酸重縮合

（７）－３０５２
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物｝・10－（ビニルオキシ）－１，１，１，２，２，３，３，４，４

，５，５，６，６，７，７，８，８－ヘプタデカフルオロデカン・１

－（１，２，２－トリフルオロビニルオキシ）－１，１，２，２，３

，３，３－ヘプタフルオロプロパン・２－（ビニルオキシ）エタノー

ル共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成

分の含有率が１％以下であるものに限る。）

６３３３ α－｛１－［アルキル（Ｃ＝10～14）オキシ］－３－（アリルオキシ

）プロパン－２－イル｝－ω－ヒドロキシポリ（ｎ＝14～45）（オキ

シエチレン）・α－（１－｛１－［アルキル（Ｃ＝10～14）オキシ］

－３－（アリルオキシ）プロパン－２－イルオキシ｝－３－（アリル

オキシ）プロパン－２－イル）－ω－ヒドロキシポリ（ｎ＝14～45）

（オキシエチレン）・｛α－［（３－アミノプロピル）（ジメチル）

シリル］－ω－（３－アミノプロピル）ポリ［オキシ（ジメチルシラ

ンジイル）］・４，４′－ジシアノ－４，４′－ジアゼンジイルジペ

ンタン酸重縮合物｝・エトキシエテン・ペルフルオロプロペン・１－

（１，２，２－トリフルオロビニルオキシ）－１，１，２，２，３，

（７）－３０５３
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３，３－ヘプタフルオロプロパン・２－（ビニルオキシ）エタノール

共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分

の含有率が１％以下であるものに限る。）

６３３４ アクリル酸・３，６－ジオキサオクタン－１－イル＝アクリラート・

２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・４－ヒドロキシブタ

ン－１－イル＝アクリラート・ビニル＝アセタート共重合物（水、酸

及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以

下であるものに限る。）

（６）－２９８９

６３３５ エチル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・メタ

クリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物（水及び酸に

不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに

限る。）

（６）－２９９０

６３３６ ５－エチリデンビシクロ［２．２．１］ヘプタ－２－エンと硫黄の熱

重合物（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒

、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）

（７）－３０５４

６３３７ ブタン－１－イル＝アクリラート・ブタン－１－イル＝メタクリラー （６）－２９９１
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ト・シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエ

チル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及

びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下

であるものに限る。）

６３３８ ５，５′－ビイソベンゾフラン－１，１′，３，３′－テトラオン・

（１，３－フェニレン）ビス（メチルアミン）重縮合物（ポリイミド

に限る。）（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用

溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）

（７）－３０５５

６３３９ シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル

＝メタクリラート・イソブチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリ

ラート・４－メチルスチレン・オクタデカン－１－イル＝メタクリラ

ート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の

成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（６）－２９９２

６３４０ α－（４－カルボキシベンゾイル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシプ

ロパン－１，３－ジイル）・４－ヒドロキシブタン－１－イル＝水素

＝テレフタラート重縮合物（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂

（７）－３０５６
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溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）

６３４１ ５，５′－オキシビス（イソベンゾフラン－１，３－ジオン）・４，

４′－スルホニルジアニリン重縮合物（ポリイミドに限る。）（水、

酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％

以下であるものに限る。）

（７）－３０５７

６３４２ ブタン－１，４－ジイル＝ジアクリラート・ブタン－１－イル＝アク

リラート・メチル＝メタクリラート共重合物（架橋構造）（数平均分

子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリ

に不溶であるものに限る。）

（６）－２９９３

６３４３ エチレン＝ジメタクリラート・メチル＝メタクリラート・２，２，２

－トリフルオロエチル＝メタクリラート共重合物（架橋構造）（数平

均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアル

カリに不溶であるものに限る。）

（６）－２９９４

６３４４ α－［アミノ（メチル）エチル］－ω－アミノポリ［オキシ（メチル

エチレン）］・１Ｈ，３Ｈ－フロ［３，４－ｆ］イソベンゾフラン－

１，３，５，７－テトラオン・３，３′－［１，３－フェニレンビス

（７）－３０５８
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（オキシ）］ジアニリン重付加物（アミド酸に限る。）（水及び酸に

不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに

限る。）

６３４５ ２－ヒドロキシプロパン－１，３－ジイル＝ジメタクリラート・メタ

クリル酸・メチル＝アクリラート・スチレン共重合物（架橋構造）（

数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及び

アルカリに不溶であるものに限る。）

（６）－２９９５

６３４６ ブタン－１－イル＝アクリラート・ブタン－１－イル＝メタクリラー

ト・３－［ジメトキシ（メチル）シリル］プロピル＝メタクリラート

・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・メタクリル酸・メ

チル＝メタクリラート・スチレン・２－（トリシクロ［５．２．１．

０ ２ ， ６ ］デカ－３－エン－８－イルオキシ）エチル＝アクリラート

・２－（トリシクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカ－３－エン－９－

イルオキシ）エチル＝アクリラート共重合物（架橋構造）（数平均分

子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリ

に不溶であるものに限る。）

（７）－３０５９
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６３４７ ブタン－１－イル＝アクリラート・ブタン－１－イル＝メタクリラー

ト・２－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート・２－

エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシプロパン

－１，３－ジイル＝ジメタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタ

クリラート・スチレン共重合物（架橋構造）（数平均分子量が 1,000

以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶である

ものに限る。）

（６）－２９９６

６３４８ アクリロニトリル・Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド・エチル＝アク

リラート・オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート共重合物（

水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が

１％以下であり、分子構造中のオキシラン－２－イルメチル＝メタク

リラートの含有率が10重量％以下であるものに限る。）

（６）－２９９７

６３４９ アクリロニトリル・Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド・エチル＝アク

リラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・オキシラン－２

－イルメチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶

であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であり、分子構造

（６）－２９９８
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中のオキシラン－２－イルメチル＝メタクリラートの含有率が10重量

％以下であるものに限る。）

６３５０ ３－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－ヒ

ドロキシフェネチル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタ

クリラート・α－［２－（メタクリロイルオキシ）エチル］－ω－ヒ

ドロキシポリ［オキシ（１－オキソヘキサン－１，６－ジイル）］・

メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり

分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（６）－２９９９

６３５１ エチレン＝ジメタクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン共

重合物（架橋構造）（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶

媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）

（６）－３０００

６３５２ １－（アリルオキシ）－３－（ビニルオキシ）プロパン－２－オール

・３－（アリルオキシ）－２－（ビニルオキシ）プロパン－１－オー

ル・エテン・エテノール共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり

分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（６）－３００１

６３５３ １，３－ジクロロベンゼン・１，４－ジクロロベンゼン・硫化ナトリ （７）－３０６０
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ウム重縮合物（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎

用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）

６３５４ ２－イソプロピル－２－アダマンチル＝メタクリラート・３－ヒドロ

キシ－１－アダマンチル＝メタクリラート・２－メチル－２－アダマ

ンチル＝２－（メタクリロイルオキシ）アセタート・２－オキソオキ

ソラン－３－イル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに

不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに

限る。）

（６）－３００２

６３５５ アクリルアミド・アクリル酸・アンモニウム＝α－｛１－（アリルオ

キシ）－３－［アルキル（Ｃ＝９）フェノキシ］プロパン－２－イル

｝－ω－（スルホナトオキシ）ポリ（ｎ＝１～ 100 ）（オキシエチレ

ン）・ブタン－１－イル＝アクリラート・ブタン－１－イル＝メタク

リラート・シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・メタクリル

酸・メチル＝メタクリラート・ナトリウム＝ビニルベンゼンスルホナ

ート・３－（トリメトキシシリル）プロパン－１－イル＝メタクリラ

ート共重合物の脱メタノール縮合物（架橋構造）（数平均分子量が

（７）－３０６１
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1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶

であるものに限る。）

６３５６ メチル＝４－メタクリルアミドベンゾアート （３）－４６２６

６３５７ ｛２，２－ビス（ヒドロキシメチル）プロパン酸・［２－（クロロメ

チル）オキシランと４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェ

ノールの反応生成物］・１，６－ジイソシアナト－２，２，４－トリ

メチルヘキサン・１，６－ジイソシアナト－２，４，４－トリメチル

ヘキサン・メタクリル酸重付加物｝とオキソラン－２，５－ジオンの

付加反応生成物

（７）－３０６２

６３５８ ２，２，４，４，６，６－ヘキサフェノキシ－１，３，５，２λ ５ ，

４λ ５ ，６λ ５ －トリアザトリホスフィニン（80％以上）を主成分と

する、２，２，４，４，６，６－ヘキサフェノキシ－１，３，５，２

λ ５ ，４λ ５ ，６λ ５ －トリアザトリホスフィニン、２，２，４，

４，６，６，８，８－オクタフェノキシ－１，３，５，７，２λ ５ ，

４λ ５ ，６λ ５ ，８λ ５ －テトラアザテトラホスホシン、２，２，

４，４，６，６，８，８，10，10－デカフェノキシ－１，３，５，

（５）－６９５６
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７，９，２λ ５ ，４λ ５ ，６λ ５ ，８λ ５ ，10λ ５ －ペンタアザペン

タホスフェシン及び２，２，４，４，６，６，８，８，10，10，12，

12－ドデカフェノキシ－１，３，５，７，９，11－ヘキサアザ－２λ

５ ，４λ ５ ，６λ ５ ，８λ ５ ，10λ ５ ，12λ ５ －ヘキサホスファシク

ロドデカ－１，３，５，７，９，11－ヘキサエンの混合物

６３５９ ブタ－１，３－ジエン・メタクリル酸・（２－メチルオキシラン－２

－イル）メチル＝メタクリラート・オキシラン－２－イルメチル＝メ

タクリラート・オキソラン－２－イルメチル＝メタクリラート・スチ

レン・トリシクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカン－８－イル＝メタ

クリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000

未満の成分の含有率が１％以下であり、分子構造中の（２－メチルオ

キシラン－２－イル）メチル＝メタクリラート及びオキシラン－２－

イルメチル＝メタクリラートの含有率が各々30重量％以下であるもの

に限る。）

（６）－３００３

６３６０ メタクリル酸・（２－メチルオキシラン－２－イル）メチル＝メタク

リラート・オキソラン－２－イルメチル＝メタクリラート・スチレン

（６）－３００４
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・トリシクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカン－８－イル＝メタクリ

ラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満

の成分の含有率が１％以下であり、分子構造中の（２－メチルオキシ

ラン－２－イル）メチル＝メタクリラートの含有率が40重量％以下で

あるものに限る。）

６３６１ ３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，９，９，10，10

，11，11，12，12，12－ヘンイコサフルオロドデカン－１－イル＝ア

クリラート・３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，９

，９，10，10，10－ヘプタデカフルオロデカン－１－イル＝アクリラ

ート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・α－メタクリロイル

－ω－メトキシポリ（ｎ＝１～30）（オキシエチレン）・３，３，４

，４，５，５，６，６，７，７，８，８，９，９，10，10，11，11，

12，12，13，13，14，14，14－ペンタコサフルオロテトラデカン－１

－イル＝アクリラート・３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，

８，８，８－トリデカフルオロオクタン－１－イル＝アクリラート・

３，６，９－トリオキサドデカン－１－イル＝メタクリラート共重合

（６）－３００５
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物（分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。

）

６３６２ ２，４，６－トリス［４－（オキシラン－２－イルメトキシ）フェノ

キシ］－２，４，６－トリフェノキシ－１，３，５，２λ ５ ，４λ ５

，６λ ５ －トリアザトリホスフィニン及び２，２，４－トリス［４－

（オキシラン－２－イルメトキシ）フェノキシ］－４，６，６－トリ

フェノキシ－１，３，５，２λ ５ ，４λ ５ ，６λ ５ －トリアザトリホ

スフィニンを主成分（10％以上）とする、［ヒドロキノン、フェノー

ル及びアザニリジン（ジクロロ）－λ ５ －ホスファンの反応生成物（

ｎ＝３～15、環状）］と２－（クロロメチル）オキシランの反応生成

物

（５）－６９５７

６３６３ メチル＝水素＝スルファート （２）－４１１１

６３６４ ベンジル＝メタクリラート・ブタン－１－イル＝メタクリラート・２

－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート・α－［２－

（メタクリロイルオキシ）エチル］－ω－ヒドロキシポリ（ｎ＝４～

６）［オキシ（１－オキソヘキサン－１，６－ジイル）］・メタクリ

（６）－３００６
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ル酸共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の

成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

６３６５ ベンジル＝メタクリラート・ブタン－１－イル＝メタクリラート・メ

タクリル酸・α－メタクリロイル－ω－メトキシポリ（ｎ＝８～10）

（オキシエチレン）共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子

量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（６）－３００７

６３６６ ブタン－１－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝アクリラ

ート・イソブチル＝メタクリラート・オキシラン－２－イルメチル＝

メタクリラート・スチレン・１，７，７－トリメチルビシクロ［２．

２．１］ヘプタン－２－イル＝アクリラート共重合物（水、酸及びア

ルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であ

るものに限る。）

（６）－３００８

６３６７ アクリル酸・ブタン－１－イル＝アクリラート・２－（Ｎ，Ｎ－ジメ

チルアミノ）エチル＝メタクリラート・メチル＝アクリラート・（メ

チル＝メタクリラート重合物の片末端オキシラン－２－イルメチル＝

メタクリラート付加物）共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり

（６）－３００９
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分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

６３６８ アクリル酸・ブタン－１－イル＝アクリラート・エチル＝アクリラー

ト・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・（メチル＝メタクリラー

ト重合物の片末端オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート付加

物）共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の

成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（６）－３０１０

６３６９ ビス（４－イソシアナトフェニル）メタン・α－（６－ヒドロキシヘ

キサン－１－イル）－ω－ヒドロキシポリ［オキシカルボニルオキシ

－ａｌｔ－（ヘキサン－１，６－ジイル；ペンタン－１，５－ジイル

）］・α－（５－ヒドロキシペンタン－１－イル）－ω－ヒドロキシ

ポリ［オキシカルボニルオキシ－ａｌｔ－（ヘキサン－１，６－ジイ

ル；ペンタン－１，５－ジイル）］付加重合物とブタン－２－オン＝

オキシムの反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（７）－３０６３

６３７０ ｛（アジピン酸・ブタン－１，４－ジオール・２，２－ジメチルプロ

パン－１，３－ジオール重縮合物）・［２－エチル－２－（ヒドロキ

（７）－３０６４



26

シメチル）プロパン－１，３－ジオール・１，３－ジイソシアナト－

２－メチルベンゼン・１，３－ジイソシアナト－４－メチルベンゼン

付加物］・１，３－ジイソシアナト－２－メチルベンゼン・１，３－

ジイソシアナト－４－メチルベンゼン重付加物｝と３，３，４，４，

５，５，６，６，７，７，８，８，９，９，10，10，10－ヘプタデカ

フルオロデカン－１－オールの反応生成物（水、酸及びアルカリに不

溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限

る。）

６３７１ アクリロニトリル・２－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）エチル＝メタク

リラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタク

リラート・スチレン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子

量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（６）－３０１１

６３７２ アジピン酸・ブタン－１，４－ジオール・シクロヘキサン－１，４－

ジイルジメタノール・ヘキサン－１，６－ジオール・イソフタル酸・

テレフタル酸重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（７）－３０６５
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６３７３ ２，２，３，３，５，６，６，８，９，９－デカフルオロ－５－（ト

リフルオロメチル）－４，７－ジオキサノナ－８－エン－１－イル＝

二水素＝ホスファート・（ペンタフルオロエトキシ）トリフルオロエ

タン・テトラフルオロエテン共重合物（数平均分子量が 1,000 以上で

あり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに

限る。）

（６）－３０１２

６３７４ アクリル酸・Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド・Ｎ－［３－（Ｎ，Ｎ

－ジメチルアミノ）プロパン－１－イル］メタクリルアミド・Ｎ，Ｎ

′－メチレンジアクリルアミド共重合物（架橋構造）（数平均分子量

が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不

溶であるものに限る。）

（６）－３０１３

６３７５ シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・ジメチル＝２，２′－

［オキシビス（メチレン）］ジアクリラート・メタクリル酸・メチル

＝メタクリラート共重合物とオキシラン－２－イルメチル＝メタクリ

ラートの部分エステル化反応生成物（水及び酸に不溶であり分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（６）－３０１４
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６３７６ α－［１，３－ビス（メタクリロイルオキシ）プロパン－２－イル］

－ω－（ホスホノオキシ）ポリ（ｎ＝１～ 185 ）［オキシ（１－オキ

ソヘキサン－１，６－ジイル）］を主成分とする、１，３－ビス（メ

タクリロイルオキシ）プロパン－２－オール、ヘキサノ－６－ラクト

ン及びリン酸の反応生成物

（７）－３０６６

６３７７ Ｎ－メチルエチルアミン （２）－４１１２

６３７８ ５－ξ－コレスタン－３－イル＝３，５－ジアミノベンゾアート・４

，10－ジオキサトリシクロ［６．３．１．０ ２ ， ７ ］ドデカン－３，

５，９，11－テトラオン・４，４′－メチレンジアニリン・１，４－

フェニレンジアミン重縮合物（ポリイミド及びポリアミド酸を含む。

）

（７）－３０６７

６３７９ アクリル酸・ベンジル＝アクリラート・ブタン－１－イル＝アクリラ

ート・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・２－メトキシエチル＝

アクリラート・２－フェノキシエチル＝アクリラート共重合物（水、

酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％

以下であるものに限る。）

（６）－３０１５
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６３８０ アクリル酸・［（｛［α－（１－（アリルオキシ）－３－｛［アルキ

ル（Ｃ＝10、11、12、13及び14の混合物であり、かつ分枝型に限る

。）］オキシ｝プロパン－２－イル）－ω－ヒドロキシポリ（ｎ＝１

～ 100 ）（オキシエチレン）を主成分とする、アルカノール（Ｃ＝10

、11、12、13及び14の混合物であり、かつ分枝型に限る。）と２－［

（アリルオキシ）メチル］オキシランの反応生成物］のオキシラン重

付加物｝の硫酸エステル化物）のアンモニウム塩］・（アンモニウム

＝α－｛１－［（アリルオキシ）メチル］アルキル（Ｃ＝11及び13の

混合物であり、かつ直鎖型及び分枝型を含むものに限る。）｝－ω－

（スルホナトオキシ）ポリ（ｎ＝１～30）（オキシエチレン）を主成

分とする、［２－アルキル（Ｃ＝10及び12の混合物であり、かつ直鎖

型及び分枝型を含むものに限る。）オキシラン、オキシラン及びプロ

パ－２－エン－１－オールの反応生成物］とスルファミン酸の反応生

成物）・ブタン－１－イル＝アクリラート・Ｎ，Ｎ－ジエチルアクリ

ルアミド・ジメチル（ジメトキシ）シラン・フェニル（トリメトキシ

）シラン・トリメトキシ（メチル）シラン・テトラエトキシシラン・

（７）－３０６８
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３－（トリメトキシシリル）プロパン－１－イル＝メタクリラート重

縮合物（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒

、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）

６３８１ ２，６－ジクロロベンゾニトリル・４，４′－（１，１，１，３，３

，３－ヘキサフルオロプロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重縮

合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含

有率が１％以下であるものに限る。）

（７）－３０６９

６３８２ ［２，６－ジクロロベンゾニトリル・４，４′－（１，１，１，３，

３，３－ヘキサフルオロプロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重

縮合物］・３－（２，５－ジクロロベンゾイル）ベンゼンスルホン酸

重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分

の含有率が１％以下であるものに限る。）

（７）－３０７０

６３８３ １，10－ビス［トリス（ジメチルシロキシ）シリル］－３，３，４，

４，５，５，６，６，７，７，８，８－ドデカフルオロデカンとα－

［１－（｛３－［ジメチル（ビニル）シリル］－Ｎ－メチルアニリノ

｝カルボニル）－１，２，２，２－テトラフルオロエチル］－ω－フ

（７）－３０７１
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ルオロポリ｛オキシ［（トリフルオロメチル）トリフルオロエチレン

］｝の１：２付加物を主成分とする、１，10－ビス［トリス（ジメチ

ルシロキシ）シリル］－３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，

８，８－ドデカフルオロデカンとα－［１－（｛３－［ジメチル（ビ

ニル）シリル］－Ｎ－メチルアニリノ｝カルボニル）－１，２，２，

２－テトラフルオロエチル］－ω－フルオロポリ｛オキシ［（トリフ

ルオロメチル）トリフルオロエチレン］｝の反応生成物（水、酸及び

アルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下で

あるものに限る。）

６３８４ エテン・１－｛４－［（４－ニトロフェニル）ジアゼニル］フェニル

｝－１Ｈ－ピロール－２，５－ジオン・１－（３－ニトロ－１－フェ

ニル）－１Ｈ－ピロール－２，５－ジオン・プロペン共重合物（水、

酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％

以下であるものに限る。）

（６）－３０１６

６３８５ ｔｅｒｔ－ブチル＝２－エチルペルオキシヘキサノアートを開始剤、

ブタン－１－イル＝２－（｛［（ドデシルスルファニル）チオキソ］

（６）－３０１７
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メチル｝スルファニル）－２－メチルプロパノアートを連鎖移動剤と

する、アルキル（Ｃ＝12～15であり、直鎖80％、分枝20％のもの）＝

メタクリラート・エチレン＝ジメタクリラート・２－エチルヘキサン

－１－イル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（架

橋構造）（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶

媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）

６３８６ アクリル酸・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・２－ヒ

ドロキシエチル＝アクリラート・メチル＝アクリラート共重合物（水

、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１

％以下であるものに限る。）

（６）－３０１８

６３８７ シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物

（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有

率が１％以下であるものに限る。）

（６）－３０１９

６３８８ ２－エチルヘキサン－１－イル＝メタクリラート・シクロヘキサン－

１－イル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・メタクリル酸

・トリシクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカン－８－イル＝メタクリ

（６）－３０２０
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ラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満

の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

６３８９ α－［３－アミノプロパン－１－イル（ジメチル）シリル］－ω－（

３－アミノプロパン－１－イル）ポリ［オキシ（ジメチルシランジイ

ル）］・２，２′－ジアミノ－４，４′－スルホニルジフェノール・

４，４′－スルホニルジアニリン・５，５′－オキシビス（イソベン

ゾフラン－１，３－ジオン）・３，３′－［１，３－フェニレンビス

（オキシ）］ジアニリン重縮合物（ポリイミドに限る。）（水、酸及

びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下

であるものに限る。）

（７）－３０７２

６３９０ ［２－（クロロメチル）オキシラン・４，４′－（プロパン－２，２

－ジイル）ジフェノール重縮合物］、（ホルムアルデヒド・フェノー

ル重縮合物）及び４－ｔｅｒｔ－ブチルフェノールの反応生成物（水

、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１

％以下であるものに限る。）

（７）－３０７３

６３９１ （２－クロロメチルオキシラン・４，４′－（プロパン－２，２－ジ （７）－３０７４
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イル）ジフェノール重縮合物）、（ホルムアルデヒド・フェノール重

縮合物）、４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール及

びノニルフェノールの反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり

分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

６３９２ ３－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－ヒ

ドロキシフェネチル＝メタクリラート・ブタン－１－イル＝アクリラ

ート・シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・２－ヒドロキシ

エチル＝メタクリラート・２－ヒドロキシプロパン－１－イル＝アク

リラート・スチレン・２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジ

ル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子

量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（６）－３０２１

６３９３ ３－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－ヒ

ドロキシフェネチル＝メタクリラート・ブタン－１－イル＝アクリラ

ート・ブタン－１－イル＝メタクリラート・シクロヘキサン－１－イ

ル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・２－

ヒドロキシプロパン－１－イル＝アクリラート・α－［２－（メタク

（６）－３０２２
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リロイルオキシ）エチル］－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（１－オキ

ソヘキサン－１，６－ジイル）］・メチル＝メタクリラート・１，２

，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル＝メタクリラート共重

合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含

有率が１％以下であるものに限る。）

６３９４ ブタン－１－イル＝アクリラート・シクロヘキサン－１－イル＝メタ

クリラート・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・メタクリル酸・

メチル＝メタクリラート・２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペ

リジル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり

分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（６）－３０２３

６３９５ ε－カプロラクタム・ヘキサン－１，６－ジイルジアミン・イコサン

二酸・２，２′－ジメチル－４，４′－メチレンジシクロヘキサン－

１－イルアミン・ドデカン二酸重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶

であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る

。）

（７）－３０７５

６３９６ α－アリル－ω－メトキシポリ（オキシエチレン）・ヘキサデカ－１ （６）－３０２４
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－エン・無水マレイン酸・テトラデカ－１－エン共重合物のジアルキ

ルアミン（アルキル部分の炭素数は、それぞれ８、10、12、14、16、

18及び20のものの混合物）による部分アミド化物（水、酸及びアルカ

リに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるも

のに限る。）

６３９７ ブタン－１－イル＝アクリラート・２－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）

エチル＝メタクリラート・メタクリル酸・スチレン共重合物（水に不

溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限

る。）

（６）－３０２５

６３９８ メチル＝３－シクロプロパン－１－イル－３－オキソプロパノアート （３）－４６２７

６３９９ ５－ξ－コレスタン－３－イル＝３，５－ジアミノベンゾアート・４

，10－ジオキサトリシクロ［６．３．１．０ ２ ， ７ ］ドデカン－３，

５，９，11－テトラオン・１，４－フェニレンジアミン重縮合物（ポ

リイミド及びポリアミド酸を含む。）（分子量 5,000 未満の成分の含

有率が１％以下であるものに限る。）

（７）－３０７６

６４００ ポリ（２，３－ジヒドロチエノ［３，４－ｂ］［１，４］ジオキシン （７）－３０７７
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）とポリ（４－ビニルベンゼンスルホン酸）の高分子錯体（酸及びア

ルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であ

るものに限る。）

６４０１ ７－［（４，６－ビス｛［３－（Ｎ，Ｎ－ジエチルアンモニオ）プロ

パン－１－イル］アミノ｝－１，３，５－トリアジン－２－イル）ア

ミノ］－４－ヒドロキシ－３－［（２－オキソ－２，３－ジヒドロ－

１Ｈ－ベンゾイミダゾール－５－イル）ジアゼニル］ナフタレン－２

－スルホナート＝ラクタート

（５）－６９５８

６４０２ アジピン酸・12－アミノドデカン酸・α－［２－アミノ（メチル）エ

チル］－ω－アミノビス［オキシ（メチルエチレン）］－ｂｌｏｃｋ

－ノナキス（オキシブタン－１，４－ジイル）－ｂｌｏｃｋ－トリス

［オキシ（メチルエチレン）］・α－［２－アミノ（メチル）エチル

］－ω－アミノビス［オキシ（メチルエチレン）］－ｂｌｏｃｋ－ト

リス［オキシ（メチルエチレン）］・３－（アミノメチル）－３，５

，５－トリメチルシクロヘキサン－１－イルアミン重縮合物（水、酸

及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以

（７）－３０７８
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下であるものに限る。）

６４０３ クロロエテン・１－ヒドロキシプロパン－２－イル＝アクリラート・

２－ヒドロキシプロパン－１－イル＝アクリラート・ビニル＝アセタ

ート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の

成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（６）－３０２６

６４０４ アクリロニトリル・［２－（メタクリロイルオキシ）エチル］（トリ

メチル）アンモニウム＝クロリド・メチル＝アクリラート共重合物（

水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が

１％以下であるものに限る。）

（６）－３０２７

６４０５ エチレン＝グリコール・テレフタル酸・テトラブチルホスホニウム＝

３，５－ジカルボキシベンゼンスルホナート重縮合物（数平均分子量

が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不

溶であるものに限る。）

（７）－３０７９

６４０６ （２，５－ジクロロフェニル）（フェニル）メタノン・１，３－ジク

ロロベンゼン重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（７）－３０８０
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６４０７ アルキル（Ｃ＝12～15、直鎖型及び分枝型）＝メタクリラート・Ｎ－

［３－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）プロパン－１－イル］メタクリル

アミド・２－エチルヘキサン－１－イル＝メタクリラート共重合物（

水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が

１％以下であるものに限る。）

（６）－３０２８

６４０８ アルキル（Ｃ＝12～15、直鎖型及び分枝型）＝メタクリラート・Ｎ－

［３－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）プロパン－１－イル］メタクリル

アミド・２－エチルヘキサン－１－イル＝メタクリラート・ヘキサデ

カン－１－イル＝メタクリラート・オクタデカン－１－イル＝メタク

リラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未

満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（６）－３０２９

６４０９ ２－（クロロメチル）オキシラン・（ホルムアルデヒド・フェノール

重縮合物）・４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール

重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分

の含有率が１％以下であるものに限る。）

（７）－３０８１

６４１０ ｔｅｒｔ－ブチル＝メタクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル （６）－３０３０
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＝アクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝メタクリラート・

２－ヒドロキシプロパン－１，３－ジイル＝アルカノアート（Ｃ＝16

～18、直鎖型及び分枝型）＝メタクリラート・２－ヒドロキシプロパ

ン－１，３－ジイル＝アルケノアート（Ｃ＝16～18、直鎖型及び分枝

型）＝メタクリラート・オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラー

ト・スチレン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であり、分子構造中のオキシラ

ン－２－イルメチル＝メタクリラートの含有量が９重量％以下である

ものに限る。）

６４１１ ２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチ

ル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン・１，７，

７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル＝アクリ

ラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満

の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（６）－３０３１

６４１２ α－［ヒドロキシアルキル（Ｃ＝２，４，５及び６、直鎖型）］－ω

－ヒドロキシポリ［オキシカルボニルオキシ－ａｌｔ－（ブタン－１

（７）－３０８２
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，４－ジイル；エチレン；ヘキサン－１，６－ジイル；ペンタン－１

，５－ジイル）］・２，２′－ジヒドロキシ－３，３′－［１，６－

ヘキサンジイルビス（オキシ）］ジプロパン－１－イル＝ジアクリラ

ート・５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３

－トリメチルシクロヘキサン重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶で

あり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。

）

６４１３ アクリロニトリル・Ｎ－｛２－［Ｎ－（２－アミノエチル）アミノ］

エチル｝アクリルアミド・１，３－ジビニルベンゼン・１，４－ジビ

ニルベンゼン・３－エチルスチレン・４－エチルスチレン・メチル＝

アクリラート・オクタ－１，７－ジエン共重合物（架橋構造）（数平

均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアル

カリに不溶であるものに限る。）

（６）－３０３２

６４１４ アクリルアミド・アクリロニトリル・アルキル（Ｃ＝１～８、直鎖型

及び分枝型）＝アクリラート・アルキル（Ｃ＝１～８、直鎖型及び分

枝型）＝メタクリラート・無水マレイン酸・２－メチリデンコハク酸

（６）－３０３３
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・オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及

びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下

であり、分子構造中のオキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート

の含有量が６重量％以下であるものに限る。）

６４１５ ブタ－１，３－ジエン重合物とアクリロニトリル・オキシラン－２－

イルメチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン共

重合物のグラフト重合物（架橋構造）（数平均分子量が 1,000 以上で

あり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに

限る。）

（６）－３０３４

６４１６ シクロヘキサン－１，４－ジカルボン酸・エチレン＝グリコール・２

，２′－ジメチル－２，２′－（２，４，８，10－テトラオキサスピ

ロ［５．５］ウンデカン－３，９－ジイル）ジプロパン－１－オール

・テレフタル酸重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（７）－３０８３

６４１７ ベンジル＝メタクリラート・ヘキサデカン－１－イル＝メタクリラー

ト・イコサン－１－イル＝メタクリラート・メタクリル酸・オクタデ

（６）－３０３５
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カン－１－イル＝メタクリラート・ナトリウム＝メタクリラート・ス

チレン共重合物と１，６－オキシラン－２－イル－２，５－ジオキサ

ヘキサンのエステル化反応生成物（架橋構造）（数平均分子量が

1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶

であるものに限る。）

６４１８ ベンジル＝メタクリラート・ヘキサデカン－１－イル＝メタクリラー

ト・イコサン－１－イル＝メタクリラート・メタクリル酸・オクタデ

カン－１－イル＝メタクリラート・ナトリウム＝メタクリラート・ス

チレン共重合物と２，２－ビス［（オキシラン－２－イルメトキシ）

メチル］ブタン－１－オール及び１，７－オキシラン－２－イル－４

－エチル－４－［（オキシラン－２－イルメトキシ）メチル］－２，

６－ジオキサヘプタンのエステル化反応生成物（架橋構造）（数平均

分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカ

リに不溶であるものに限る。）

（６）－３０３６

６４１９ アクリロニトリル・ブチル＝アクリラート・１，１－ジクロロエテン

・ナトリウム＝２－（メタクリロイルオキシ）エタンスルホナート共

（６）－３０３７
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重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の

含有率が１％以下であるものに限る。）

６４２０ アクリル酸・アクリロニトリル・クロロエテン・１，１－ジクロロエ

テン・２－メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート共重合物（

水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が

１％以下であるものに限る。）

（６）－３０３８

６４２１ ポリ乳酸（重合度１～４）、トール油及びグリセリンのエステル化反

応生成物（分子量 1,000 以下のものに限る。）

（７）－３０８４

６４２２ ２，２′－ビス（４－ヒドロキシベンジル）－３，３′，６，６′－

テトラメチル－４，４′－メチレンジフェノールと６－ジアゾ－５－

オキソ－５，６－ジヒドロナフタレン－１－スルホニル＝クロリドの

ジエステル体を主成分とする、２，２′－ビス（４－ヒドロキシベン

ジル）－３，３′，６，６′－テトラメチル－４，４′－メチレンジ

フェノールと６－ジアゾ－５－オキソ－５，６－ジヒドロナフタレン

－１－スルホニル＝クロリドの反応生成物

（３）－４６２８

６４２３ ５－オキソ－４－オキサトリシクロ［４．２．１．０ ３ ， ７ ］ノナン （５）－６９５９
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－２－イル＝メタクリラート

６４２４ ［不飽和脂肪酸（Ｃ＝18）の二量体及び三量体として得られる環式及

び非環式ダイマー酸（Ｃ＝36を主成分とする）又は非環式トリマー酸

（Ｃ＝54を主成分とする）］の２－エチルヘキサン－１－オール及び

α－メチル－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）部分エステル化

物

（７）－３０８５

６４２５ アクリルアミド・ブタン－１－イル＝アクリラート・２－（Ｎ，Ｎ－

ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝

アクリラート・メチル＝アクリラート共重合物（水及びアルカリに不

溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限

る。）

（６）－３０３９

６４２６ １，１，１，２，３，３－ヘキサフルオロ－４－（１，１，２，３，

３，３－ヘキサフルオロプロポキシ）ペンタン（少なくとも 4 種類の

光学異性体の混合物）

（２）－４１１３

６４２７ １，３－ジオキソ－１，３－ジヒドロイソベンゾフラン－５－カルボ

ン酸・ヘキサン－１，６－ジオール・イソフタル酸・２－メチルプロ

（７）－３０８６
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パン－１，３－ジオール・２－［（10－オキソ－９，10－ジヒドロ－

９－オキサ－10λ ５ －ホスファフェナントレン－10－イル）メチル］

コハク酸・テレフタル酸重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり

分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

６４２８ ビス（４－イソシアナトシクロヘキサン－１－イル）メタン・α－（

４－ヒドロキシブタン－１－イル）－ω－ヒドロキシポリ［オキシカ

ルボニルオキシ－ａｌｔ－（ブタン－１，４－ジイル；ヘキサン－１

，６－ジイル）］・α－（６－ヒドロキシヘキサン－１－イル）－ω

－ヒドロキシポリ［オキシカルボニルオキシ－ａｌｔ－（ブタン－１

，４－ジイル；ヘキサン－１，６－ジイル）］付加重合物とブタン－

２－オン＝オキシムの反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり

分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（７）－３０８７

６４２９ ビス（４－イソシアナトフェニル）メタン・５，５′－カルボニルビ

ス（イソベンゾフラン－１，３－ジオン）・１，３－ジオキソ－１，

３－ジヒドロイソベンゾフラン－５－カルボン酸重縮合物（ポリアミ

ド及びポリイミドであり、ポリアミド酸構造を有しないものに限る。

（７）－３０８８
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）（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有

率が１％以下であるものに限る。）

６４３０ アクリル酸・α－［１－（アリルオキシ）－３－（４－ノニルフェノ

キシ）プロパン－２－イル］－ω－ヒドロキシポリ（ｎ＝１～ 100 ）

（オキシエチレン）・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート

・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・２－メトキシエチル＝アク

リラート・オクタデカン－１－イル＝アクリラート・ビニル＝アセタ

ート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の

成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（６）－３０４０

６４３１ イソプロペニルベンゼン・メタクリル酸・スチレン共重合物（水及び

酸に不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるも

のに限る。）

（６）－３０４１

６４３２ α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（ジメチルシランジイル）

］・Ｎ－メチル－３－（トリメトキシシリル）プロパン－１－イルア

ミン重縮合物の２－イソシアナトエチル＝メタクリラート付加反応生

成物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含

（７）－３０８９
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有率が１％以下であるものに限る。）

６４３３ ドデカン－１－イル＝メタクリラート・エチレン＝ジメタクリラート

・ナトリウム＝メタクリラート共重合物（架橋構造）（数平均分子量

が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不

溶であるものに限る。）

（６）－３０４２

６４３４ ２－エチルヘキサン－１－イル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエ

チル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重

合物（水及び酸に不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％

以下であるものに限る。）

（６）－３０４３

６４３５ １Ｈ，３Ｈ－フロ［３，４－ｆ］イソベンゾフラン－１，３，５，７

－テトラオン・ヘキサン－１，６－ジイルジアミン・４，４′－［１

，３－フェニレンビス（オキシ）］ジアニリン・５，５′－オキシビ

ス（イソベンゾフラン－１，３－ジオン）重縮合物（ポリイミドに限

る。）（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒

、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）

（７）－３０９０

６４３６ ３－ヒドロキシ－１－アダマンチル＝アクリラート・２－メチル－２ （６）－３０４４
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－アダマンチル＝メタクリラート・２－オキソオキソラン－３－イル

＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

６４３７ ３－ヒドロキシ－１－アダマンチル＝メタクリラート・２－メチル－

２－アダマンチル＝メタクリラート・２－オキソオキソラン－３－イ

ル＝メタクリラート・トリシクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカン－

８－イル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であ

り分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（６）－３０４５

６４３８ ３－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－ヒ

ドロキシフェネチル＝メタクリラート・メチル＝２－（ヒドロキシメ

チル）アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物のラクトン環

化物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含

有率が１％以下であるものに限る。）

（７）－３０９１

６４３９ メチル＝２－（ヒドロキシメチル）アクリラート・メチル＝メタクリ

ラート・スチレン共重合物のラクトン環化物（水、酸及びアルカリに

不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに

（７）－３０９２
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限る。）

６４４０ ３－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－ヒ

ドロキシフェネチル＝メタクリラート・ブタン－１－イル＝アクリラ

ート・ｔｅｒｔ－ブチル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝

アクリラート・α－［２－（メタクリロイルオキシ）エチル］－ω－

ヒドロキシポリ［オキシ（１－オキソヘキサン－１，６－ジイル）］

・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・２，２，６，６－テトラ

メチル－４－ピペリジル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアル

カリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下である

ものに限る。）

（６）－３０４６

６４４１ ブタン－１－イル＝アクリラート・シクロヘキサン－１－イル＝メタ

クリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・２－ヒドロキ

シプロパン－１－イル＝アクリラート・メタクリル酸・スチレン・２

，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル＝メタクリラート共重

合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含

有率が１％以下であるものに限る。）

（６）－３０４７
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６４４２ （ベンジル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラー

ト共重合物）とオキシラン－２－イルメチル＝メタクリラートの反応

生成物（水及び酸に不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が

１％以下であるものに限る。）

（６）－３０４８

６４４３ エチル＝２－イソシアノアセタート （２）－４１１４

６４４４ ４－Ｏ－β－Ｄ－グルコピラノシル－Ｄ－グルコピラノース （５）－６９６０

６４４５ ２，２－ビス（ヒドロキシメチル）ブタン酸・ビス（４－イソシアナ

トフェニル）メタン・（１，３－ジオキソ－１，３－ジヒドロイソベ

ンゾフラン－５－カルボン酸・ヘキサン－１，６－ジオール・イソフ

タル酸・２－メチルプロパン－１，３－ジオール・２－［（10－オキ

ソ－９，10－ジヒドロ－９－オキサ－10λ ５ －ホスファフェナントレ

ン－10－イル）メチル］コハク酸・テレフタル酸重縮合物）重付加物

（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率

が１％以下であるものに限る。）

（７）－３０９３

６４４６ メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・１，７，７－トリメチルビ

シクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル＝メタクリラート共重合物

（６）－３０４９
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と４－（オキシラン－２－イルメトキシ）ブタン－１－イル＝アクリ

ラートの部分エステル化反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であ

り分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

６４４７ ｛［ビス（４－イソシアナトシクロヘキサン－１－イル）メタン・（

ジメチル＝カルボナート・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物）・

（３，６－ジオキサデカン－１－オールへの２－メチルオキシラン及

びオキシラン付加物）重縮合物］、３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキ

シメチル）－２－メチルプロパン酸及び５－イソシアナト－１－（イ

ソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサンの反応

生成物｝、ビス（４－イソシアナトシクロヘキサン－１－イル）メタ

ン、５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－

トリメチルシクロヘキサン、（ヘキサン－１，６－ジオール・ジメチ

ル＝カルボナート重縮合物）及び３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシ

メチル）－２－メチルプロパン酸の反応生成物（水、酸及びアルカリ

に不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるもの

に限る。）

（７）－３０９４
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６４４８ ブタ－１－エン・エチレン二量体・ビニルシクロヘキサン共重合物（

水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が

１％以下であるものに限る。）

（６）－３０５０

６４４９ アジピン酸・ブタン－１，４－ジオール・シクロヘキサン－１，４－

ジイルジメタノール・エチレン＝グリコール・テレフタル酸重縮合物

（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率

が１％以下であるものに限る。）

（７）－３０９５

６４５０ ブタン－１－イル＝メタクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル

＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリ

ル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物（水及び酸に不溶

であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る

。）

（６）－３０５１

６４５１ ［４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール・２－（ク

ロロメチル）オキシラン重縮合物］・不飽和脂肪酸（Ｃ＝18）の二量

体として得られる環式及び非環式ダイマー酸（Ｃ＝36を主成分とする

）・４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール・アルキ

（７）－３０９６
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ル（Ｃ＝９）フェノール重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり

分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

６４５２ １－ベンジル－１Ｈ－ピロール－２，５－ジオン・メタクリル酸・メ

チル＝メタクリラート共重合物とオキシラン－２－イルメチル＝メタ

クリラートの部分エステル化反応生成物（水及び酸に不溶であり分子

量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（６）－３０５２

６４５３ １－ベンジル－１Ｈ－ピロール－２，５－ジオン・シクロヘキサン－

１－イル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート

共重合物とオキシラン－２－イルメチル＝メタクリラートの部分エス

テル化反応生成物（エステル化されていないメタクリル酸構造を必ず

有するもの）（水及び酸に不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有

率が１％以下であるものに限る。）

（６）－３０５３

６４５４ ２，２′－ジメチル－４，４′－メチレンビス（シクロヘキサン－１

－イルアミン）・テトラデカン二酸重縮合物（水、酸及びアルカリに

不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに

限る。）

（７）－３０９７
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６４５５ アクリルアミド・アクリル酸・アンモニウム＝α－｛１－（アリルオ

キシ）－３－［アルキル（Ｃ＝９）フェノキシ］プロパン－２－イル

｝－ω－（スルホナトオキシ）ポリ（ｎ＝１～ 100 ）（オキシエチレ

ン）・ブタン－１－イル＝メタクリラート・シクロヘキサン－１－イ

ル＝メタクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート

・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・ナトリウム＝ビニルベン

ゼンスルホナート・３－（トリメトキシシリル）プロパン－１－イル

＝メタクリラート共重合物の脱メタノール縮合物（架橋構造）（数平

均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアル

カリに不溶であるものに限る。）

（７）－３０９８

６４５６ アクリル酸・［（｛［α－（１－（アリルオキシ）－３－｛［アルキ

ル（Ｃ＝10、11、12、13及び14の混合物であり、かつ分枝型に限る

。）］オキシ｝プロパン－２－イル）－ω－ヒドロキシポリ（ｎ＝１

～ 100 ）（オキシエチレン）を主成分とする、アルカノール（Ｃ＝10

、11、12、13及び14の混合物であり、かつ分枝型に限る。）と２－［

（アリルオキシ）メチル］オキシランの反応生成物］のオキシラン重

（７）－３０９９
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付加物｝の硫酸エステル化物）のアンモニウム塩］・（アンモニウム

＝α－｛１－［（アリルオキシ）メチル］アルキル（Ｃ＝11及び13の

混合物であり、かつ直鎖型及び分枝型を含むものに限る。）｝－ω－

（スルホナトオキシ）ポリ（ｎ＝１～30）（オキシエチレン）を主成

分とする、［２－アルキル（Ｃ＝10及び12の混合物であり、かつ直鎖

型及び分枝型を含むものに限る。）オキシラン、オキシラン及びプロ

パ－２－エン－１－オールの反応生成物］とスルファミン酸の反応生

成物）・ブタン－１－イル＝アクリラート・ブタン－１－イル＝メタ

クリラート・シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・Ｎ－（１

，１－ジメチル－３－オキソブチル）アクリルアミド・２－エチルヘ

キサン－１－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリ

ラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・ナトリウム＝ビニ

ルベンゼンスルホナート・３－（トリメトキシシリル）プロパン－１

－イル＝メタクリラート共重合物の脱メタノール縮合物（架橋構造）

（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及

びアルカリに不溶であるものに限る。）
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６４５７ ３－（トリメトキシシリル）プロパン－１－イル＝メタクリラートの

脱メタノール重縮合物（架橋構造）（水及び酸に不溶であり分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）

（７）－３１００

６４５８ アクリルアミド・アクリル酸・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸

・α－メタクリロイル－ω－ヒドロキシポリ（ｎ＝１～44）（オキシ

エチレン）・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリ

に不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるもの

に限る。）

（６）－３０５４

６４５９ アクリルアミド・アクリル酸・ブタン－１－イル＝アクリラート・２

－エチルへキサン－１－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル

＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリ

ル酸・２－メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート・Ｎ－（２

－メチル－４－オキソペンタン－２－イル）アクリルアミド・スチレ

ン共重合物（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用

溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）

（６）－３０５５

６４６０ アクリロニトリル・エチル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝ （６）－３０５６
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メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアル

カリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下である

ものに限る。）

６４６１ ２－デカン－１－イル－２－オクタン－１－イルオキシラン （５）－６９６１

６４６２ ジナトリウム＝２，２′－オキシジエタンスルホナート （２）－４１１５

６４６３ シクロヘキサン－１，４－ジイルジメタノール・２，４－ジイソシア

ナトトルエン・２，６－ジイソシアナトトルエン・（グリセリンのオ

キシラン及び２－メチルオキシラン重付加物）・３－ヒドロキシ－２

－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・（３－メチルペン

タン－１，５－ジオール・テレフタル酸重縮合物）重縮合物（水、酸

及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以

下であるものに限る 。）

（７）－３１０１

６４６４ アセナフチレン・ベンジル＝メタクリラート・α－ヒドロ－ω－（ア

クリロイルオキシ）ポリ（ｎ＝２を主成分とする、ｎ＝１～20）［オ

キシ（１－オキソヘキサン－１，６－ジイル ）］ ・２－ヒドロキシエ

チル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物（水、酸及びアルカリ

（６）－３０５７
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に不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるもの

に限る 。）

６４６５ アリル＝メタクリラート・ベンジル＝メタクリラート・２－ヒドロキ

シエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・１－フェニル－１Ｈ－ピ

ロール－２，５－ジオン・スチレン共重合物（水、酸及びアルカリに

不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに

限る 。）

（６）－３０５８

６４６６ ４，４′－メチレンジフェノール・ホスゲン・４，４′－（プロパン

－２，２－ジイル）ジフェノール重縮合物の４－ｔｅｒｔ－ブチルフ

ェノール両末端付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）

（７）－３１０２

６４６７ アクリル酸・シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・２－エチ

ルヘキサン－１－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝アク

リラート・メチル＝メタクリラート・１，２，２，６，６－ペンタメ

チルピペリジン－４－イル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びア

ルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であ

（６）－３０５９
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るものに限る 。）

６４６８ ３－ヒドロキシアダマンタン－１－イル＝メタクリラート・４－ビニ

ルフェノール共重合物とエトキシエテンのエーテル化反応生成物（水

及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以

下であるものに限る 。）

（６）－３０６０

６４６９ ３－ヒドロキシアダマンタン－１－イル＝メタクリラート・４－ビニ

ルフェノール共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）

（６）－３０６１

６４７０ ４－ニトロベンジル＝カルボノクロリダート （３）－４６２９

６４７１ （Ｒ）－３－メチルシクロペンタデカン－１－オンを主成分（90％以

上）とする、（Ｒ）－３－メチルシクロペンタデカン－１－オンと（

Ｓ）－３－メチルシクロペンタデカン－１－オンの混合物

（３）－４６３０

６４７２ ２－ ［（ ジフェノキシホスホリル）オキシ］エチル＝メタクリラート

を主成分（95％以上）とする、２－｛２－ ［（ ジフェノキシホスホリ

ル）オキシ］エトキシ｝エチル＝メタクリラート及び２－ ［（ ジフェ

ノキシホスホリル）オキシ］エチル＝メタクリラートの混合物

（３）－４６３１



61

６４７３ （オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート・スチレン・トリシ

クロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカン－８－イル＝メタクリラート共

重合物のアクリル酸付加物）の３ａ，４，７，７ａ－テトラヒドロイ

ソベンゾフラン－１，３－ジオン部分付加物（分子構造中にオキシラ

ン環を含まないものに限る 。）

（６）－３０６２

６４７４ テトラエチル＝２，２′－（１，４－フェニレンジメタニリリデン）

ジマロナート

（３）－４６３２

６４７５ ビス（４－イソシアナトシクロヘキサン－１－イル）メタン、エチレ

ンジアミン、ヘキサン－１，６－ジオール、ヒドラジン、α－ヒドロ

－ω－ヒドロキシポリ（オキシブタン－１，４－ジイル ）、 ３－ヒド

ロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸及び（ひ

まし油・大豆油重縮合物）の反応生成物のトリエチルアンモニウム塩

（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率

が１％以下であるものに限る 。）

（７）－３１０３

６４７６ ブタン－１－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリ

ラート・メタクリル酸・Ｎ－（メトキシメチル）アクリルアミド・メ

（６）－３０６３
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チル＝アクリラート・スチレン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶

であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る

。）

６４７７ スチレン・３－ビニルベンジル＝シンナマート・４－ビニルベンジル

＝シンナマート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）

（６）－３０６４

６４７８ ヘキサン－１，６－ジイルジアミン・イソフタル酸・１，１′－（１

，３－フェニレン）ビス（メチルアミン）重縮合物（水、酸及びアル

カリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下である

ものに限る 。）

（７）－３１０４

６４７９ エチレン＝グリコール・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエ

チレン）・ナトリウム＝３，５－ジカルボキシベンゼンスルホナート

・テレフタル酸重縮合物（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶

性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る 。）

（７）－３１０５

６４８０ アクリル酸・ブタン－１－イル＝メタクリラート・２－エチルヘキサ

ン－１－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート

（６）－３０６５
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・ビニル＝アセタート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分

子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）

６４８１ アクリロニトリル・ブタ－１，３－ジエン・フマル酸・メタクリル酸

・メタクリロニトリル共重合物（架橋構造）（数平均分子量が 1,000

以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶である

ものに限る 。）

（６）－３０６６

６４８２ アクリル酸・アンモニウム＝α－［１－アリルオキシ－３－（４－ノ

ナン－１－イルフェノキシ）プロパン－２－イル］－ω－（スルホナ

トオキシ）ポリ（ｎ＝５～15）（オキシエチレン）・２－エチルヘキ

サン－１－イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・ナトリウ

ム＝４－ビニルベンゼンスルホナート・スチレン共重合物（数平均分

子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリ

に不溶であるものに限る 。）

（６）－３０６７

６４８３ ２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・α－ヒドロ－ω－［

４－（ノナン－１－イル）－２－（プロパ－１－エン－１－イル）フ

ェノキシ］ポリ（ｎ＝10～50）（オキシエチレン）・２－ヒドロキシ

（６）－３０６８



64

エチル＝メタクリラート・メタクリル酸・スチレン共重合物（数平均

分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカ

リに不溶であるものに限る 。）

６４８４ ２，２′－ジメチル－４，４′－（シクロヘキサン－１，１－ジイル

）ジフェノール・ホスゲン重縮合物の両末端４－（２－フェニルプロ

パン－２－イル）フェノール縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であ

り分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）

（７）－３１０６

６４８５ ブタン－１－イル＝アクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝

アクリラート・メタクリル酸・Ｎ－（２－メチル－４－オキソペンタ

ン－２－イル）アクリルアミド・スチレン共重合物（水、酸及びアル

カリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下である

ものに限る 。）

（６）－３０６９

６４８６ α－［３－（トリメトキシシリル）プロパン－１－イル］－ω－［３

－（トリメトキシシリル）プロポキシ］ポリ［オキシ（メチルエチレ

ン ）］ （水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の

含有率が１％以下であるものに限る 。）

（７）－３１０７
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６４８７ ２，２′－ビス（トリフルオロメチル）ビフェニル－４，４′－ジア

ミン・５，５′－（ペルフルオロプロパン－２，２－ジイル）ビス（

イソベンゾフラン－１，３－ジオン）・１，４－フェニレン＝ビス（

１，３－ジオキソ－１，３－ジヒドロイソベンゾフラン－５－カルボ

キシラート）重縮合物（ポリイミドに限る 。） （水、酸及びアルカリ

に不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるもの

に限る 。）

（７）－３１０８

６４８８ メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物のメチルアミンによる部

分イミド化物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の

成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）

（６）－３０７０

６４８９ メチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物のメチルア

ミンによる部分イミド化物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）

（６）－３０７１

６４９０ アクリル酸・ブタン－１－イル＝アクリラート・シクロヘキサン－１

－イル＝メタクリラート・メタクリル酸・スチレン共重合物（水、酸

及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以

（６）－３０７２
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下であるものに限る 。）

６４９１ ブタン－１－イル＝アクリラート・シクロヘキサン－１－イル＝アク

リラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・メタクリ

ル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水及び酸に不溶であり分子

量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）

（６）－３０７３

６４９２ シクロヘキサン－１－イル＝アクリラート・２－エチルヘキサン－１

－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・メタ

クリル酸・メチル＝アクリラート・スチレン共重合物（水、酸及びア

ルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であ

るものに限る 。）

（６）－３０７４

６４９３ アクリル酸・ブタン－１－イル＝アクリラート・２－エチルヘキサン

－１－イル＝アクリラート・メタクリル酸・２－メトキシエチル＝ア

クリラート共重合物（水及び酸に不溶であり分子量 1,000 未満の成分

の含有率が１％以下であるものに限る 。）

（６）－３０７５

６４９４ アクリル酸・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・メチル

＝メタクリラート・Ｎ－（２－メチル－４－オキソペンタン－２－イ

（６）－３０７６
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ル）アクリルアミド・スチレン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶

であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る

。）

６４９５ アクリル酸・シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・２－エチ

ルヘキサン－１－イル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタ

クリラート・Ｎ－（２－メチル－４－オキソペンタン－２－イル）ア

クリルアミド・スチレン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり

分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）

（６）－３０７７

６４９６ ３－ヒドロキシ－１－アダマンチル＝メタクリラート・２－メチル－

２－アダマンチル＝メタクリラート・２－オキソオキソラン－３－イ

ル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）

（６）－３０７８

６４９７ メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・３－（トリメトキシシリル

）プロパン－１－イル＝メタクリラート共重合物（数平均分子量が

1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶

であるものに限る 。）

（６）－３０７９
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６４９８ ベンジル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート

共重合物（水及び酸に不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が

１％以下であるものに限る 。）

（６）－３０８０

６４９９ エテン・エテノール共重合物の２－ ［（ アリルオキシ）メチル］オキ

シラン又は２－メチルオキシラン付加物（水、酸及びアルカリに不溶

であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る

。）

（６）－３０８１

６５００ ブタン－１－イル＝アクリラート・３－［ジメトキシ（メチル）シリ

ル］プロパン－１－イル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート

共重合物とその片末端又は両末端３－［ジメトキシ（メチル）シリル

］プロパン－１－チオール付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり

分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）

（６）－３０８２

６５０１ ２－（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート・ドデカン－１－イ

ル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタ

クリル酸・α－メタクリロイル－ω－［モノ、ジ、トリ及びテトラ（

１－フェニルエチル）フェノキシ］ポリ（ｎ＝１～５）（オキシエチ

（６）－３０８３
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レン）・α－メタクリロイル－ω－フェノキシポリ（ｎ＝１～５）（

オキシエチレン）・メチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート

・スチレン共重合物の末端２－（ｔｅｒｔ－ブチルペルオキシ）－２

－メチルプロパン付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量

1,000 未満成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）

６５０２ ジフェニル＝カルボナート・２，２′－［９Ｈ－フルオレン－９，９

－ジイルビス（４，１－フェニレンオキシ ）］ ジエタノール・４，４

′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重縮合物（水、酸及

びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満成分の含有率が１％以下で

あるものに限る 。）

（７）－３１０９

６５０３ メチル＝４－ヒドロキシ－３，５－ジメトキシベンゾアート （３）－４６３３

６５０４ 13－メチル－１－オキサシクロペンタデカン－２－オン （５）－６９６２

６５０５ ４－（ベンジルオキシ）フェネチル＝デカノアート （３）－４６３４

６５０６ （Ｓ）－３－アミノ－２－ヒドロキシプロパン酸 （２）－４１１６

６５０７ Ｎ－アセチルノイラミン酸・二水和物 （５）－６９６３

６５０８ （Ｅ）－６－メチルオクタ－５－エン－２－オンを主成分（55％以上 （２）－４１１７
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）とする、（Ｅ）－６－メチルオクタ－５－エン－２－オンと（Ｚ）

－６－メチルオクタ－５－エン－２－オンの混合物
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