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○ 

厚 生 労 働 省 
経 済 産 業 省 

環 境 省 

告 示 第 四 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 八 年 七 月 二 十 九 日  

                厚 生 労 働 大 臣 塩 崎 恭 久 

                               経 済 産 業 大 臣 林  幹 雄 

                                 環 境 大 臣 大 塚 珠 代 

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 

７２３７ （ジメチル＝カルボナート・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物）

・１，３，５－トリス（２－ヒドロキシエチル）－１，３，５－トリ

（７）－３３７９ 
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アジナン－２，４，６－トリオン・ビス（４－イソシアナトシクロヘ

キシル）メタン重付加物（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。） 

７２３８ アクリル酸・スチレン・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・４

－ヒドロキシブチル＝アクリラート・ブチル＝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）－３４５１ 

７２３９ アクリル酸・エチル＝アクリラート・２－エチルヘキシル＝アクリラ

ート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラー

ト・２－（ホスホノオキシ）エチル＝メタクリラート・メタクリル酸

・メチル＝アクリラート・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

カリに不溶であるものに限る。） 

（６）－３４５２ 

７２４０ ポリ［（１，２，３，３ａ，８，８ａ－ヘキサヒドロシクロペンタ［

ａ］インデン－１，３－ジイル）エチレン／（１，２，３，３ａ，８

，８ａ－ヘキサヒドロシクロペンタ［ａ］インデン－３，１－ジイル

（６）－３４５３ 
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）エチレン／（１，３－ジオキソヘキサヒドロ－１Ｈ－シクロペンタ

［ｃ］フラン－４，６－ジイル）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。） 

７２４１ 末端にペンチル基（又はメチル基）を有する、４－（２－エチルヘキ

シル）－４－アザトリシクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカ－８－エ

ン－３，５－ジオン・テトラシクロ［６．２．１．１ ３ ， ６ ．０ ２ ，

７ ］ドデカ－９－エン－４－カルボン酸共重合物（開環重合物に限る

。）の水素化物（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）－３４５４ 

７２４２ アクリロニトリル・ブタ－１，３－ジエン・ブチル＝水素＝マレアー

ト・２－メトキシエチル＝アクリラート共重合物の部分水素化物（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）－３４５５ 

７２４３ アクリル酸・ブチル＝アクリラート・α－メタクリロイル－ω－メト

キシポリ（オキシエチレン）・２－メトキシエチル＝アクリラート共

（７）－３３８０ 
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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。） 

７２４４ Ｎ－（２－アミノエチル）エタン－１，２－ジアミン・１，６－ジイ

ソシアナトヘキサン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－

２－メチルプロパン酸・α－（６－ヒドロキシヘキシル）－ω－ヒド

ロキシポリ（オキシカルボニルオキシヘキサン－１，６－ジイル）重

付加物（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）－３３８１ 

７２４５ アクリル酸・２－エチルヘキシル＝アクリラート・２－（ジメチルア

ミノ）エチル＝メタクリラート・ビニル＝アセタート・ブチル＝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）－３４５６ 

７２４６ アクリル酸・α－アリル－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）共

重合物の部分ナトリウム塩（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）－３３８２ 

７２４７ アクリロニトリル・２－エチルヘキシル＝アクリラート・スチレン・ （６）－３４５７ 
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２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・ブタ－１，３－ジエン・２－

メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート共重合物の末端アルカ

ン（Ｃ＝12）チオール付加物のカリウム及びナトリウム混合塩（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。） 

７２４８ ２－エチルヘキシル＝アクリラート・スチレン・メタクリル酸・２－

メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート共重合物のカリウム塩

（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。） 

（６）－３４５８ 

７２４９ テレフタル酸・４－ヒドロキシ安息香酸・６－ヒドロキシ－２－ナフ

トエ酸・ヒドロキノン・ビフェニル－４，４′－ジオール重縮合物（

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）－３３８３ 

７２５０ エチル＝アクリラート・２－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・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

（６）－３４５９ 
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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。） 

７２５１ α－アルキル（Ｃ＝12，14，16及び18、直鎖型）－ω－ブトキシポリ

（オキシエチレン）（ｎ＝１～20）を主成分とする、アルカン（Ｃ＝

12，14，16及び18、直鎖型）－１－オールとオキシランと１－クロロ

ブタンの反応生成物（分子量 1,100 以下のものに限る。） 

（７）－３３８４ 

７２５２ ４－［４－（４－｛４－［４－（イソプロポキシ）フェニルスルホニ

ル］フェノキシ｝ブトキシ）フェニルスルホニル］フェノール 

（３）－４６４９ 

７２５３ ｔｒａｎｓ－４－ブチル－ｔｒａｎｓ－４′－プロピル－１，１′－

ビシクロヘキサン 

（４）－１９６６ 

７２５４ 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

・ビス（４－イソシアナトフェニル）メタン・ベンゼン－１，２，４

－トリカルボン酸＝１，２－無水物重縮合物と水の反応生成物（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）－３３８５ 

７２５５ α－［１－（Ｎ－｛３－［ジメチル（ビニル）シリル］プロピル｝－ （７）－３３８６ 
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Ｎ－フェニルカルバモイル）－１，２，２，２－テトラフルオロエチ

ル］－ω－（ヘプタフルオロプロポキシ）ポリ｛オキシ［トリフルオ

ロ（トリフルオロメチル）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。） 

７２５６ ［トリメトキシ（フェニル）シラン・トリメトキシ（４－メトキシベ

ンジル）シラン重縮合物（架橋構造）］の縮合物（ヒドロキシ基を含

まないものに限る。）（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）－３３８７ 

７２５７ ［２－（クロロメチル）オキシランと３，３′，５，５′－テトラメ

チルビフェニル－４，４′－ジオールの反応生成物］・４，４′－（

１－フェニルエタン－１，１－ジイル）ジフェノール・４，４′－（

９Ｈ－フルオレン－９，９－ジイル）ジフェノール重付加物（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。） 

（７）－３３８８ 

７２５８ （｛［２－（クロロメチル）オキシランと３，３′，５，５′－テト （７）－３３８９ 
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ラメチルビフェニル－４，４′－ジオールの反応生成物］・４，４′

－スルホニルジフェノール重付加物｝の末端メタクリル酸付加物）の

シクロヘキサ－４－エン－１，２－ジカルボン酸無水物付加物（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。） 

７２５９ シクロヘキシル＝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、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）－３４６０ 

７２６０ アクリル酸・アクリロニトリル・２－エチルヘキシル＝メタクリラー

ト・［（オキシラン－２－イルメチル＝アルカノアート（Ｃ＝10、分

枝型（第四級炭素を含むものに限る。））・シクロヘキサン－１，２

－ジカルボン酸無水物重付加物の末端２－エチルヘキサン酸縮合物）

のオキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート付加物］・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－１，３－

ジイル＝アクリラート＝メタクリラート・２－ヒドロキシプロピル＝

（７）－３３９０ 
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メタクリラート・ブチル＝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。） 

７２６１ アクリロニトリル・２－エチルヘキシル＝メタクリラート・［（オキ

シラン－２－イルメチル＝アルカノアート（Ｃ＝10、分枝型（第四級

炭素を含むものに限る。））・シクロヘキサン－１，２－ジカルボン

酸無水物重付加物の末端２－エチルヘキサン酸縮合物）のオキシラン

－２－イルメチル＝メタクリラート付加物］・ビス［２－（メタクリ

ロイルオキシ）エチル］＝Ｎ，Ｎ′－ヘキサン－１，６－ジイルジカ

ルバマート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・２－ヒドロキ

シプロピル＝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。） 

（７）－３３９１ 

７２６２ アクリル酸と｛２－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、２

－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオールと

（６）－３４６１ 
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メタクリル酸のエステル化反応生成物｝と２，２′－ジメチル－２，

２′－ジアゼンジイルジプロパンニトリルの反応生成物（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。） 

７２６３ クロロエテン・ドコシル＝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・Ｎ－（ヒドロキシ

メチル）アクリルアミド共重合物（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）－３４６２ 

７２６４ ジプロパ－２－イン－１－イル＝２－（オクタ－２－エン－１－イル

）スクシナートと１－プロパ－２－イン－１－イル＝水素＝２－（オ

クタ－２－エン－１－イル）スクシナートと４－プロパ－２－イン－

１－イル＝水素＝２－（オクタ－２－エン－１－イル）スクシナート

の混合物 

（２）－４１５３ 

７２６５ ４－エトキシ－２，３－ジフルオロ－４′－（ｔｒａｎｓ－４－プロ

ピルシクロヘキシル）－１，１′－ビフェニル 

（４）－１９６７ 
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７２６６ ビス｛４－［（５－クロロ－２－オキシド－κＯ－フェニル）－η ２

－ジアゼニル］－３－メチル－１－フェニル－１Ｈ－ピラゾール－５

－オラト－κＯ｝鉄酸（１－）水素 

（５）－６９９３ 

７２６７ ビス｛４－［（５－クロロ－２－オキシド－κＯ－フェニル）－η ２

－ジアゼニル］－１－（３，４－ジクロロフェニル）－３－メチル－

１Ｈ－ピラゾール－５－オラト－κＯ｝鉄酸（１－）水素 

（５）－６９９４ 

７２６８ ４－イソプロペニルフェノール・（３－エチルオキセタン－３－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・１－シクロ

ヘキシル－１Ｈ－ピロール－２，５－ジオン・メタクリル酸・１－モ

ルホリノプロパ－２－エン－１－オン共重合物（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）－３４６３ 

７２６９ テトラシクロ［６．２．１．１ ３ ， ６ ．０ ２ ， ７ ］ドデカ－４－エン

・４，４ａ，９，９ａ－テトラヒドロ－１Ｈ－１，４－メタノフルオ

レン・ビシクロ［２．２．１］ヘプタ－２－エン共重合物（開環重合

（６）－３４６４ 
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物に限る。）の完全水素化物（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。） 

７２７０ 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＝10～14、分枝型）オキシ）プロパン－２－イル］－ω

－（スルホナトオキシ）ポリ（オキシエチレン）を主成分とする、［

（｛アルカノール（Ｃ＝10～14、分枝型）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｝・エチレン＝アセトアセタート＝メ

タクリラート・ブチル＝アクリラート・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。） 

（７）－３３９２ 

７２７１ 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

ル酸・アクリロニトリル・２－エチルヘキシル＝アクリラート・トリ

エトキシ（ビニル）シラン・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。

（６）－３４６５ 
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） 

７２７２ ２－（アクリロイルオキシ）エチル＝水素＝スクシナート・（３－エ

チルオキセタン－３－イル）メチル＝メタクリラート・２－ヒドロキ

シエチル＝メタクリラート・１－フェニル－１Ｈ－ピロール－２，５

－ジオン・ベンジル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物の２－

イソシアナトエチル＝メタクリラート付加物（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）－３４６６ 

７２７３ トリメトキシ（フェニル）シラン・トリメトキシ（４－メトキシベン

ジル）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）－３３９３ 

７２７４ アクリル酸・ドデシル＝メタクリラート・トリデシル＝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）－３４６７ 

７２７５ シクロヘキサンカルボニトリル （３）－４６５０ 
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７２７６ ２－（メチルスルホニルオキシ）プロパン酸＝プロパ－２－イン－１

－イル 

（２）－４１５４ 

７２７７ １－メチル－３－トリフルオロメチル－１Ｈ－ピラゾール－４－カル

ボン酸 

（５）－６９９５ 

７２７８ ｛［（アジピン酸・プロパン－１，２－ジオール重縮合物）・（オキ

シラン・２－メチルオキシラン重付加物）・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重付加物］と（２，３－

ジヒドロキシプロピル＝メタクリラートを主成分とする、オキシラン

－２－イルメチル＝メタクリラートとグリコール酸と水の反応生成物

）の付加反応生成物｝と無水コハク酸のエステル化反応生成物 

（７）－３３９４ 

７２７９ ｛［（エチレン＝グリコールのオキセパン－２－オン重付加物）・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・

２－メチルオキシラン重付加物］と（２，３－ジヒドロキシプロピル

＝メタクリラートを主成分とする、オキシラン－２－イルメチル＝メ

タクリラートとグリコール酸と水の反応生成物）の付加反応生成物｝

と無水コハク酸のエステル化反応生成物 

（７）－３３９５ 
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７２８０ オクタ－１－エン・ドデカ－１－エン共重合物の水素化物 （６）－３４６８ 

７２８１ α－アリル－ω－メトキシポリ（オキシエチレン）・マレイン酸共重

合物（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

。） 

（７）－３３９６ 

７２８２ ［１，３，５－トリス（６－イソシアナトヘキシル）－１，３，５－

トリアジナン－２，４，６－トリオンを主成分とする、１，６－ジイ

ソシアナトヘキサン重合物］・３－ヒドロキシ－２，２－ジメチルプ

ロピル＝３－ヒドロキシ－２，２－ジメチルプロパノアート・ブタン

－１，３－ジオール重付加物の末端２－ヒドロキシエチル＝アクリラ

ート付加物（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）－３３９７ 

７２８３ ３－エチルスチレン・４－エチルスチレン・１，３－ジビニルベンゼ

ン・１，４－ジビニルベンゼン・スチレン共重合物のアミノメチル化

物（環置換に限る。）（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）－３４６９ 
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７２８４ アクリル酸・（アンモニウム＝α－｛１－［（アリルオキシ）メチル

］アルキル（Ｃ＝11，13、直鎖型及び分枝型）｝－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＝10，12、直鎖型及び分枝型）オキシランとオキシ

ランとプロパ－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）・２－エチルヘキシル＝アクリラート・ビニル＝ア

セタート・ブチル＝アクリラート・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。） 

（７）－３３９８ 

７２８５ イソフタル酸・テレフタル酸・４，４′－（４－メチルペンタン－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）－３３９９ 

７２８６ アクリル酸ブチル・スチレン・メタクリル酸・メタクリル酸ドデシル

・メタクリル酸トリデシル・メタクリル酸＝２－ヒドロキシエチル・

メタクリル酸メチル共重合物（水及び酸に不溶であり、分子量 1,000

（６）－３４７０ 
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未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

７２８７ ２－（２－ヒドロキシプロポキシ）テトラデカン－１－オールと２－

（２－ヒドロキシプロポキシ）ドデカン－１－オールを主成分とする

、１－（オキシラン－２－イル）デカンと１－（オキシラン－２－イ

ル）ドデカンとプロパン－１，２－ジオールの付加反応生成物 

（２）－４１５５ 

７２８８ （３－エチルオキセタン－３－イル）メチル＝メタクリラート （５）－６９９６ 

７２８９ ４－メチルオキサン （５）－６９９７ 

７２９０ Ｎ，Ｎ′－ビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）

イソフタルアミド 

（５）－６９９８ 

７２９１ ６Ｈ－６λ ５ －ジベンゾ［ｃ，ｅ］［１，２］オキサホスフィニン－

６－オンと｛ブタン－１－オールと［４，４′－（プロパン－２，２

－ジイル）ジフェノール・ホルムアルデヒド重縮合物］の反応生成物

｝の反応生成物 

（５）－６９９９ 

７２９２ （Ｅ）－１－クロロ－３，３，３－トリフルオロプロパ－１－エン （２）－４１５６ 

７２９３ 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・ポリ｛［ヒドロキシ（フェニル）メチル］エ

（７）－３４００ 
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チレン｝重付加物（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。） 

７２９４ ポリ（２，２′－ジスルホビフェニル－４，４′－ジイル）（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）－３４０１ 

７２９５ スチレン・ドデシル＝メタクリラート・トリデシル＝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・４－ヒドロキシブチル＝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）－３４７１ 

７２９６ シクロヘキシル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリ

ラート共重合物のオキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート付加

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）－３４７２ 

７２９７ アクリル酸・３－（アクリロイルオキシ）プロパン酸・スチレン・ブ

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）－３４７３ 
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７２９８ ４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール・［２－（ク

ロロメチル）オキシランと４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）

ジフェノールの反応生成物］重付加物の末端４－ｔｅｒｔ－ブチルフ

ェノール付加物（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。） 

（７）－３４０２ 

７２９９ イソフタル酸・テレフタル酸・ビス（４－ヒドロキシフェニル）メタ

ノン・４－ヒドロキシ安息香酸・ビフェニル－４，４′－ジオール重

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）－３４０３ 

７３００ アクリル酸・｛２－［（４－｛９－［４－（オキシラン－２－イルメ

トキシ）フェニル］－９Ｈ－フルオレン－９－イル｝フェノキシ）メ

チル］オキシランを主成分とする、２－（クロロメチル）オキシラン

と４，４′－（９Ｈ－フルオレン－９，９－ジイル）ジフェノールの

反応生成物｝・２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン－１

，３－ジオール・ベンゼン－１，２：４，５－テトラカルボン酸二無

水物重付加物の末端シクロヘキサ－４－エン－１，２－ジカルボン酸

（７）－３４０４ 
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無水物付加物（数平均分子量が 1,000 以上であり、溶媒から単離した

ものが水、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。） 

７３０１ （アジピン酸・イソフタル酸・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物

）・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・３－ヒドロキシ－２，２－ジメチルプロ

ピル＝３－ヒドロキシ－２，２－ジメチルプロパノアート重付加物の

末端２－ヒドロキシエチル＝アクリラート付加物（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）－３４０５ 

７３０２ α－アクリロイル－ω－フェノキシポリ（オキシエチレン）・２－ヒ

ドロキシエチル＝アクリラート・ブチル＝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。） 

（７）－３４０６ 

７３０３ エチル＝アクリラート・エチレン＝アセトアセタート＝メタクリラー

ト・３－（トリメトキシシリル）プロピル＝メタクリラート・メタク

（６）－３４７４ 
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リル酸・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る

ものに限る。） 

７３０４ ｛［２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオ

ール・シクロヘキサン－１，４－ジイルジメタノール・（シクロヘキ

サン－１，４－ジイルジメタノール・ジメチル＝カルボナート・ヘキ

サン－１，６－ジオール重縮合物）・ビス（４－イソシアナトシクロ

ヘキシル）メタン・ビス（４－イソシアナトフェニル）メタン重付加

物］・２，２′－（メチルイミノ）ジエタノール重付加物｝とジメチ

ル＝スルファートの反応生成物（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。） 

（７）－３４０７ 

７３０５ シクロヘキシル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリ

ラート・ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物の２－イソ

シアナトエチル＝メタクリラート付加物（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

（６）－３４７５ 
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る。） 

７３０６ イソプロペニルベンゼン・スチレン・フェニル＝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）－３４７６ 

７３０７ フェニル＝メタクリラート・ベンジル＝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）－３４７７ 

７３０８ エチルスチレン・エチレン＝ジメタクリラート・ジビニルベンゼン・

２－ヒドロキシプロピル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・

ブチル＝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。） 

（６）－３４７８ 

７３０９ アクリル酸・２－エチルヘキシル＝アクリラート・スチレン・２－ヒ

ドロキシエチル＝アクリラート・ブチル＝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）－３４７９ 
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７３１０ アクリル酸・（アクリル酸とオキシラン－２－イルメチル＝アルカノ

アート（Ｃ＝10、分枝型（第四級炭素を含むものに限る。））の付加

反応生成物）・シクロヘキシル＝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）－３４８０ 

７３１１ アクリル酸・シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン・２－ヒド

ロキシエチル＝アクリラート・ブチル＝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）－３４８１ 

７３１２ アクリル酸・（アクリル酸とオキシラン－２－イルメチル＝アルカノ

アート（Ｃ＝10、分枝型（第四級炭素を含むものに限る。））の付加

反応生成物）・シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン・２－ヒ

ドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝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）－３４８２ 

７３１３ （イソフタル酸・不飽和脂肪酸（Ｃ＝18）の二量体として得られる環 （７）－３４０８ 



24 
 

式及び非環式ダイマー酸（Ｃ＝36を主成分とする。）・ヘキサン－１

，６－ジオール重縮合物）・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジ

オール・ビス（４－イソシアナトシクロヘキシル）メタン・３－ヒド

ロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸重付加物

の両末端２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－

ジオール付加物（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。） 

７３１４ イソフタル酸・２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１

，３－ジオール・エチレン＝グリコール・シクロヘキサン－１，４－

ジイルジメタノール・ジメチル＝テレフタラート・デカン二酸・プロ

パン－１，２－ジオール・ベンゼン－１，２，４－トリカルボン酸＝

１，２－無水物・２－メチルプロパン－１，３－ジオール重縮合物（

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）－３４０９ 

７３１５ トリメトキシ（フェニル）シラン・トリメトキシ（４－メトキシベン

ジル）シラン・（４－ヒドロキシベンジル）（トリメトキシ）シラン

（７）－３４１０ 
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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。） 

７３１６ シクロヘキサン－１，４－ジカルボン酸・ノナン－１，９－ジアミン

・２－メチルオクタン－１，８－ジアミン重縮合物とその末端安息香

酸アミド化物（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）－３４１１ 

７３１７ α－［１－（Ｎ－｛３－［ジメチル（ビニル）シリル］プロピル｝－

Ｎ－フェニルカルバモイル）－１，２，２，２－テトラフルオロエチ

ル］－ω－（ヘプタフルオロプロポキシ）ポリ｛オキシ［トリフルオ

ロ（トリフルオロメチル）エチレン］｝とα，α′－（テトラフルオ

ロエチレン）ビス｛ω－［１－（Ｎ－｛３－［ジメチル（ビニル）シ

リル］プロピル｝－Ｎ－フェニルカルバモイル）－１，２，２，２－

テトラフルオロエトキシ］ポリ｛オキシ［トリフルオロ（トリフルオ

ロメチル）エチレン］｝｝の混合物（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）－３４１２ 
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７３１８ ３－エトキシ－４－（β－Ｄ－グルコピラノシルオキシ）ベンズアル

デヒド 

（５）－７０００ 

７３１９ ２－エチルヘキシル＝メチル＝テレフタラート （３）－４６５１ 

７３２０ メチル＝フェニル＝カルボナート （３）－４６５２ 

７３２１ メタクリル酸ビニル （２）－４１５７ 

７３２２ （Ｓ）－ピペリジン－２－カルボン酸 （５）－７００１ 

７３２３ １－メトキシ－３，７－ビス｛［３－（トリメトキシシリル）プロポ

キシ］メチル｝－２，８－ジオキサ－５－アザ－１－シラビシクロ［

３．３．３］ウンデカン（同一環内に配位結合を有するものに限る。

）を主成分とする、トリメトキシ［３－（オキシラン－２－イルメト

キシ）プロピル］シランと３－（トリメトキシシリル）プロパン－１

－アミンの反応生成物 

（５）－７００２ 

７３２４ メタンジスルホン酸 （２）－４１５８ 

７３２５ ２，２，４，４－テトラオキソ－１，５，２λ ６ ，４λ ６ －ジオキサ

ジチアン 

（５）－７００３ 
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７３２６ シクロヘキサン－１，２－ジカルボン酸カルシウム （３）－４６５３ 

７３２７ Ｎ，Ｎ′，Ｎ′′－トリエチル－Ｎ，Ｎ′，Ｎ′′－トリメチルシラ

ントリアミン 

（２）－４１５９ 

７３２８ アクリル酸・イソブチル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝ア

クリラート・ビニル＝アセタート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝

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）－３４８３ 

７３２９ ［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・２－ヒドロキシプロピル＝アクリラート・

α－（６－ヒドロキシヘキシル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシカル

ボニルオキシヘキサン－１，６－ジイル）重付加物］・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＝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。） 

（７）－３４１３ 

７３３０ ３－［ジヒドロキシ（メチル）シリル］プロピル＝アクリラート・α （７）－３４１４ 
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－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（ジメチルシランジイル）］

・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）／オキシ（ジフェニルシランジイル）］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。） 

７３３１ エチル＝アクリラート・２－エチルヘキシル＝アクリラート・Ｎ－（

ヒドロキシメチル）メタクリルアミド・ブチル＝アクリラート・メタ

クリルアミド・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）－３４８４ 

７３３２ 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

プロピル＝アクリラート・ベンジル＝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）－３４８５ 

７３３３ エチレン＝グリコール・２，２′－オキシジエタノール・オキセパン

－２－オン・テレフタル酸重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であ

（７）－３４１５ 
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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。

） 

７３３４ シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン・２－ヒドロキシエチル

＝メタクリラート・１－フェニル－１Ｈ－ピロール－２，５－ジオン

・メタクリル酸・２－（メタクリロイルオキシ）エチル＝水素＝スク

シナート・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）－３４８６ 

７３３５ α－３－（２－ヒドロキシフェニル）プロピル（ジメチル）シリル－

ω－［３－（２－ヒドロキシフェニル）プロピル］ポリ（オキシジメ

チルシランジイル）・４－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール・４，４′－

（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール・ホスゲン重縮合物（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）－３４１６ 

７３３６ ２－エチルヘキシル＝アクリラート・ベンジル＝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）－３４８７ 
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７３３７ スチレン・ベンジル＝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）－３４８８ 

７３３８ 末端に（３－メトキシ－３－オキソプロピル）スルファニル基を有す

る、ブチル＝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）－３４８９ 

７３３９ ２，２，２－トリフルオロエチル＝メタクリラート・３，３，４，４

，５，５，６，６，７，７，８，８，９，９，10，10，10－ヘプタデ

カフルオロデシル＝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、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）－３４９０ 

７３４０ ４－（メトキシメチル）フェノール （３）－４６５４ 

７３４１ ２－｛［２，４－ビス（１－アダマンチル）－５－（オキシラン－２

－イルメトキシ）フェノキシ］メチル｝オキシラン（主成分、90％以

上）と１，３－ビス［２，４－ビス（１－アダマンチル）－５－（オ

（５）－７００４ 
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キシラン－２－イルメトキシ）フェノキシ］プロパン－２－オールの

混合物 

７３４２ 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

ル酸共重合物 

（６）－３４９１ 

７３４３ 二窒化三カルシウム （１）－１２５３ 

７３４４ イソブチル＝メタクリラート・α－ヒドロ－ω－（メタクリロイルオ

キシ）ポリ（オキシプロパンジイル）・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。） 

（７）－３４１７ 

７３４５ ４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）フェノール・二

塩化二硫黄重縮合物（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）－３４１８ 

７３４６ ９Ｈ－キサンテン－９，９－ジイルビス［４，１－フェニレンオキシ

（２－ヒドロキシプロパン－３，１－ジイル）］＝ジアクリラート・

シクロヘキサ－４－エン－１，２－ジカルボン酸無水物・ビフェニル

－３，４：３′，４′－テトラカルボン酸二無水物・９Ｈ－フルオレ

（７）－３４１９ 
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ン－９，９－ジイルビス［４，１－フェニレンオキシ（２－ヒドロキ

シプロパン－３，１－ジイル）］＝ジアクリラート重付加物（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。） 

７３４７ エチレン＝グリコール・２，２′－オキシジエタノール・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・テレ

フタル酸・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（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）－３４２０ 

７３４８ １－シクロヘキシル－１Ｈ－ピロール－２，５－ジオン・１－フェニ

ル－１Ｈ－ピロール－２，５－ジオン・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）－３４９２ 

７３４９ α－アクリロイル－ω－［４－（２－フェニルプロパン－２－イル）

フェノキシ］ポリ（ｎ＝１～３）（オキシエチレン）・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

（７）－３４２１ 
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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。） 

７３５０ 安息香酸・テレフタル酸・ノナン－１，９－ジアミン・２－メチルオ

クタン－１，８－ジアミン重縮合物（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）－３４２２ 

７３５１ アジポヒドラジド・［オキセパン－２－オンとα－（６－ヒドロキシ

ヘキシル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシカルボニルオキシヘキサン

－１，６－ジイル）のエステル交換反応生成物］・ビス（４－イソシ

アナトシクロヘキシル）メタン・ヒドラジン・３－ヒドロキシ－２－

（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸重付加物（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）－３４２３ 

７３５２ ［（シクロヘキサン－１，４－ジイルジメタノール・ジメチル＝カル

ボナート重縮合物）・ビス（４－イソシアナトシクロヘキシル）メタ

ン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパ

（７）－３４２４ 
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ン酸・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシブタン－１，４－ジ

イル）重付加物］・２－メチルペンタン－１，５－ジアミン重付加物

（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。） 

７３５３ ケイ皮酸ビニル （３）－４６５５ 

７３５４ α－ヒドロ－ω－｛［８－（５－オクチル－１，２，４－トリオキソ

ラン－３－イル）オクタノイル］オキシ｝ポリ（オキシエチレン）を

主成分（45％以上）とする、オゾンとα－ヒドロ－ω－［（Ｚ）－オ

クタデカ－９－エノイルオキシ］ポリ（オキシエチレン）の反応生成

物（数平均分子量が 1,000 以下であるものに限る。） 

（７）－３４２５ 

７３５５ トリス［４－（アクリロイルオキシ）ブチル］＝３，３′，３′′－

［ベンゼン－１，３，５－トリイルトリス（１，２，４－オキサジア

ゾール－５，３－ジイル－３，１－フェニレン－１，２，４－オキサ

ジアゾール－３，５－ジイル）］トリプロパノアート 

（５）－７００５ 

７３５６ イソフタル酸と［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］と２，２－ジメチルプロパン－１，

（４）－１９６８ 
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３－ジオールとフマル酸と［４，４′－（プロパン－２，２－ジイル

）ジフェノールと２－メチルオキシランの反応生成物］と４，４′－

（プロパン－２，２－ジイル）ビス（シクロヘキサン－１－オール）

とプロパン－１，２－ジオールの反応生成物 

７３５７ １－エチルシクロペンチル＝メタクリラート・４－エチルテトラシク

ロ［６．２．１．１ ３ ， ６ ．０ ２ ， ７ ］ドデカン－４－イル＝メタク

リラート・５－オキソ－４，８－ジオキサトリシクロ［４．２．１．

０ ３ ， ７ ］ノナン－２－イル＝メタクリラート・３－ヒドロキシ－１

－アダマンチル＝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）－３４９３ 

７３５８ １－エトキシプロペンと４－（ビニルオキシ）ブトキシエテンと４－

ビニルフェノール重合物の反応生成物（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）－３４９４ 

７３５９ アクリル酸・イソブチル＝水素＝マレアート・イソプロペニルベンゼ

ン・２－イソプロポキシエチル＝水素＝マレアート・２－（２－エト

（６）－３４９５ 
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キシエトキシ）エチル＝水素＝マレアート・スチレン・３，６，９－

トリオキサデシル＝水素＝マレアート・ブチル＝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。） 

７３６０ ５－（３－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ビシクロ［２．２．１］ヘプ

タ－２－エン・５－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ビシクロ［２

．２．１］ヘプタ－２－エン共重合物（開環重合物に限る。）（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。） 

（６）－３４９６ 

７３６１ ５－（３－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ビシクロ［２．２．１］ヘプ

タ－２－エン・５－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ビシクロ［２

．２．１］ヘプタ－２－エン共重合物（開環重合物に限る。）の水素

化物（ベンゼン環が水素化されないものに限る。）（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。） 

（６）－３４９７ 

７３６２ ブチル＝アクリラート・２－｛［（ｔｅｒｔ－ブチルペルオキシ）カ （６）－３４９８ 
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ルボニル］オキシ｝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。） 

７３６３ イソフタル酸・２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１

，３－ジオール・エチレン＝グリコール・２，２′－オキシジエタノ

ール・シクロヘキサン－１，４－ジイルジメタノール・シクロヘキサ

ン－１，４－ジカルボン酸・シクロヘキサン－１，２－ジカルボン酸

無水物・ジメチル＝テレフタラート・２，２－ジメチルプロパン－１

，３－ジオール・デカン二酸・２－ブチル－２－エチルプロパン－１

，３－ジオール・無水フタル酸重縮合物（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）－３４２６ 

７３６４ α－アルキル（Ｃ＝２～８、直鎖型）－ω－（カルボキシメトキシ）

ポリ（ｎ＝１～16）（オキシエチレン）を主成分とする、［（アルカ

ン（Ｃ＝２～８、直鎖型）－１－オール・オキシラン重付加物）とナ

トリウム＝クロロアセタートの反応生成物］と塩酸の反応生成物 

（７）－３４２７ 



38 
 

７３６５ １，３－ビス（２－ヒドロキシエチル）－５，５－ジメチルヒダント

インを主成分（50％以上）とする、オキシランと５，５－ジメチルヒ

ダントインの反応生成物 

（７）－３４２８ 

７３６６ 酸化スカンジウム（Ⅲ） （１）－１２５４ 

７３６７ トリアンモニウム＝２－｛［３－メチル－２，７－ジオキソ－１－（

３－スルホナトベンゾイル）－３，７－ジヒドロ－２Ｈ－ナフト［１

，２，３－ｄｅ］キノリン－６－イル］アミノ｝ベンゼン－１，３－

ジスルホナートとトリアンモニウム＝４－｛［３－メチル－２，７－

ジオキソ－１－（３－スルホナトベンゾイル）－３，７－ジヒドロ－

２Ｈ－ナフト［１，２，３－ｄｅ］キノリン－６－イル］アミノ｝ベ

ンゼン－１，３－ジスルホナート（主成分、90％以上）の混合物 

（５）－７００６ 

７３６８ アルキル（Ｃ＝５～10、直鎖型及び分枝型）フェノールと｛アルキル

（Ｃ＝５～10、直鎖型及び分枝型）フェノールと［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］の反応生成物｝と｛（アルキル（Ｃ＝５～10、直鎖型

及び分枝型）フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物）・［２－（ク

（７）－３４２９ 
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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］重付加物｝と［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］の混合物 

７３６９ ［シクロヘキサン－１，２－ジカルボン酸無水物と４，４′－（プロ

パン－２，２－ジイル）ビス（シクロヘキサン－１－オール）の反応

生成物］・２，２－ビス［４－（オキシラン－２－イルメトキシ）フ

ェニル］プロパン重付加物 

（７）－３４３０ 

７３７０ ３，９－ジベンジル－３，９－ジオキソ－２，４，８，10－テトラオ

キサ－３λ ５ ，９λ ５ －ジホスファスピロ［５．５］ウンデカン 

（５）－７００７ 

７３７１ シクロヘキサン－１，４－ジイルジメタノール・ジフェニル＝カルボ

ナート・ヘキサヒドロフロ［３，２－ｂ］フラン－３，６－ジオール

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）－３４３１ 

７３７２ アクリルアミド・（オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラートと

メチル＝メタクリラート重合物の付加反応生成物）・２－ヒドロキシ

（６）－３４９９ 



40 
 

エチル＝アクリラート・ビニル＝アセタート・ブチル＝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。） 

７３７３ ｛［アジピン酸・ナトリウム＝３，５－ビス（メトキシカルボニル）

ベンゼンスルホナート・３－メチルペンタン－１，５－ジオール重縮

合物］・（アジピン酸・３－メチルペンタン－１，５－ジオール重縮

合物）・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・１，６－ジイソシアナトヘキサン重

付加物｝・Ｎ－（２－アミノエチル）エタン－１，２－ジアミン・エ

タン－１，２－ジアミン重付加物（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）－３４３２ 

７３７４ α－（トリメトキシシリル）－ω－［（トリメトキシシリル）オキシ

］ポリ［オキシ（ジメチルシランジイル）］と［ヒドロキシ（ジメチ

ル）シリル］メチル＝アクリラートの縮合反応生成物（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

（７）－３４３３ 
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あるものに限る。） 

７３７５ ２，２′－ジアリル－４，４′－（９Ｈ－フルオレン－９，９－ジイ

ル）ジフェノール・α－（ジメチルシリル）－ω－ヒドロポリ［オキ

シ（ジメチルシランジイル）］・１，４－ビス（ジメチルシリル）ベ

ンゼン重付加物（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）－３４３４ 

７３７６ 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・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオー

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・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシブタン－１，４－ジ

イル）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。） 

（７）－３４３５ 

７３７７ α－（２－デシルヘキサデシル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチ

レン）とα－（２－ドデシルテトラデシル）－ω－ヒドロキシポリ（

オキシエチレン）とα－（２－ドデシルヘキサデシル）－ω－ヒドロ

キシポリ（オキシエチレン）（主成分）の混合物（分子量 1,000 未満

（７）－３４３６ 
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の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

７３７８ （アクリル酸・２－エチルヘキシル＝アクリラート・エチレン＝６－

ヒドロキシヘキサノアート＝メタクリラート・スチレン・２－ヒドロ

キシエチル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラート共重合物）と

シクロヘキサン－１，２－ジカルボン酸無水物の反応生成物（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。） 

（６）－３５００ 

７３７９ （末端にアルキル（Ｃ＝12）スルファニル基を有する、アクリロニト

リル・スチレン・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・ブタ－１，

３－ジエン・２－メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート共重

合物）のカリウム及びナトリウム混合塩（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。） 

（６）－３５０１ 

７３８０ ２－エチルヘキシル＝アクリラート・２－（ジメチルアミノ）エチル

＝メタクリラート・１－ヒドロキシプロパン－２－イル＝アクリラー

ト・２－ヒドロキシプロピル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラー

（６）－３５０２ 
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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。） 

７３８１ エチル＝アクリラート・スチレン・４－ビニルフェノール・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）－３５０３ 

７３８２ ［（エテン・プロペン共重合物）と無水マレイン酸の反応生成物］と

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－オールの反応生成物（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）－３５０４ 

７３８３ ｔｒａｎｓ－４－ジメトキシメチル－ｔｒａｎｓ－４′－プロピル－

１，１′－ビシクロヘキサン 

（４）－１９６９ 

７３８４ （アルカン（Ｃ＝18～50、分枝型）（又は（アルキル（分枝型）基を

有する、シクロアルカン）（Ｃ＝18～50）））を主成分とする、｛［

（一酸化炭素と水素のフィッシャー－トロプシュ合成反応生成物）の

水素化分解反応生成物］の異性化反応生成物｝ 

（３）－４６５６ 
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７３８５ （アルカン（Ｃ＝40～70、分枝型）（又は（アルキル（分枝型）基を

有する、シクロアルカン）（Ｃ＝40～70）））を主成分とする、｛［

（一酸化炭素と水素のフィッシャー－トロプシュ合成反応生成物）の

水素化分解反応生成物］の異性化反応生成物｝ 

（３）－４６５７ 

７３８６ ２，２′－（エチレンジオキシ）ジエタノール・２，２′－オキシジ

エタノール・オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート・無水フ

タル酸・無水マレイン酸・３（又は４）－メチルシクロヘキサ－４－

エン－１，２－ジカルボン酸無水物重縮合物 

（７）－３４３７ 

７３８７ ５－クロロ－２－メトキシ－４－メチルニコチン酸 （５）－７００８ 

７３８８ α－ヒドロ－ω－ヒドロキシ－ポリ［オキシ（２，６－ジメチル－１

，４－フェニレン）］－（プロパン－２，２－ジイル）（３，５－ジ

メチル－１，４－フェニレン）－ポリ［オキシ（３，５－ジメチル－

１，４－フェニレン）］ 

（７）－３４３８ 

７３８９ ９－エチリデンテトラシクロ［６．２．１．１ ３ ， ６ ．０ ２ ， ７ ］ド

デカ－４－エン・テトラシクロ［６．２．１．１ ３ ， ６ ．０ ２ ， ７ ］

ドデカ－４－エン・トリシクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカ－３，

（６）－３５０５ 
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８－ジエン共重合物（開環重合物に限る。）の水素化物（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。） 

７３９０ アクリル酸・２－エチルヘキシル＝アクリラート・ビニル＝アセター

ト・ビニル＝アルカノアート（Ｃ＝10、分枝型（第四級炭素を含むも

のに限る。））・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）－３５０６ 

７３９１ ｛アンモニウム＝α－［１－アルキル（Ｃ＝10，12、直鎖型及び分枝

型）－２－（アリルオキシ）エチル］－ω－（スルホナトオキシ）ポ

リ（オキシエチレン）を主成分とする、（２－アルキル（Ｃ＝10，12

、直鎖型及び分枝型）オキシランとオキシランとプロパ－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｝・エチレ

ン＝ジメタクリラート・４，４－ジエトキシ－３，５－ジオキサ－４

－シラヘプタン－１，７－ジイル＝ジメタクリラート・２－［（トリ

エトキシシリル）オキシ］エチル＝メタクリラート・３－（トリメト

（７）－３４３９ 
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キシシリル）プロピル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メ

タクリラート・ブチル＝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（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。） 

７３９２ 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・ヘキサ

ヒドロフロ［３，２－ｂ］フラン－３，６－ジオール重縮合物（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）－３４４０ 

７３９３ ４－ビニル安息香酸＝ｔｅｒｔ－ブチル・４－ビニルフェノール・４

－ｔｅｒｔ－ペンチルオキシスチレン共重合物（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）－３５０７ 

７３９４ α－（２－アミノプロピル（又は１－アミノプロパン－２－イル））

－ω－アミノポリ［オキシ（メチルエチレン）］・ビス（４－イソシ

アナトフェニル）メタン・ベンゼン－１，２，４－トリカルボン酸＝

（７）－３４４１ 
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１，２－無水物・α－［（末端にアミノ基を有する、アルキル（Ｃ＝

１～５、直鎖型））（ジメチル）シリル］－ω－（末端にアミノ基を

有する、アルキル（Ｃ＝１～５、直鎖型））ポリ［オキシ（ジメチル

シランジイル）］・４，４′－メチレンビス（シクロヘキサン－１－

アミン）重縮合物（アミド酸構造を有しないものに限る。）（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。） 

７３９５ アクリル酸・２－エチルヘキシル＝メタクリラート・スチレン・２－

ヒドロキシエチル＝メタクリラート・１－フェニル－１Ｈ－ピロール

－２，５－ジオン・ベンジル＝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）－３５０８ 

７３９６ ２－エチルヘキシル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタ

クリラート・ブチル＝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）－３５０９ 
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７３９７ ２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール

・ジイソシアナトトルエン・（テレフタル酸・３－メチルペンタン－

１，５－ジオール重縮合物）・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメ

チル）－２－メチルプロパン酸・Ｎ－ヒドロキシブタン－２－イミン

・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）・ブタン－１

，４－ジオール重付加物（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）－３４４２ 

７３９８ ｛２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオー

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］・ビス（イソシアナトシクロヘキシル）メタン

重付加物｝・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）・

２，２′－（メチルイミノ）ジエタノール重付加物とジメチル＝スル

ファートの反応生成物（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）－３４４３ 

７３９９ ｛（アジピン酸・ブタン－１，４－ジオール重縮合物）・２－エチル

－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール・ビス（イ

（７）－３４４４ 
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ソシアナトシクロヘキシル）メタン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロ

キシメチル）－２－メチルプロパン酸・［４，４′－（プロパン－２

，２－ジイル）ジフェノールと２－メチルオキシランの反応生成物］

重付加物のナトリウム塩｝・エタン－１，２－ジアミン重付加物（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。） 

７４００ ３－アミノフェノール・４，４′－オキシ二安息香酸・２，２′－ジ

アミノ－４，４′－（ヘキサフルオロプロパン－２，２－ジイル）ジ

フェノール・ドデカン二酸重縮合物（ポリアミドに限る。）（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）－３４４５ 

７４０１ 末端に｛３－［（２－エチルヘキシル）オキシ］－３－オキソプロピ

ル｝スルファニル基（又はドデシルスルファニル基）を有する、アク

リルアミド・２－アクリルアミド－２－メチルプロパン－１－スルホ

ン酸・アクリル酸・２－エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキ

シル＝メタクリラート・メタクリル酸・２－メチリデンコハク酸共重

（６）－３５１０ 
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合物のナトリウム塩（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。） 

７４０２ ２－エチルヘキシル＝アクリラート・スチレン・２－（ホスホノオキ

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。） 

（６）－３５１１ 

７４０３ イソブチル＝水素＝マレアート・２－エチルヘキシル＝アクリラート

・２－（２－エトキシエトキシ）エチル＝アクリラート・オクタデシ

ル＝メタクリラート・スチレン・ブチル＝アクリラート・ブチル＝水

素＝マレアート・２－ブトキシエチル＝水素＝マレアート・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）－３５１２ 

７４０４ アクリル酸・イソプロペニルベンゼン・エチル＝アクリラート・ドデ

シル＝メタクリラート・トリデシル＝メタクリラート・メタクリル酸

・メチル＝メタクリラート・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

（６）－３５１３ 
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％以下であるものに限る。） 

７４０５ アクリル酸・２－エチルヘキシル＝アクリラート・２－ヒドロキシエ

チル＝メタクリラート・１－ビニル－２－ピロリドン・ブチル＝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）－３５１４ 

７４０６ （アジピン酸・ブタン－１，４－ジオール重縮合物）・（アジピン酸

・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物）・２－エチル－２－（ヒド

ロキシメチル）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・ビス（４－イソシアナトシクロヘキシル）

メタン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプ

ロパン酸・２－メチルペンタン－１，５－ジアミン重付加物（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）－３４４６ 

７４０７ イソブチル＝メタクリラート・エチレン＝ジメタクリラート・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るものに限る。） 

（６）－３５１５ 
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７４０８ アクリロニトリル・２－エチルへキシル＝アクリラート・スチレン・

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のカリウム塩（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。

） 

（６）－３５１６ 

７４０９ アクリル酸・３－メチルブタ－３－エン－１－オール共重合物のナト

リウム塩（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）－３５１７ 

７４１０ アザシクロトリデカン－２－オン・アジピン酸・アゼパン－２－オン

・11－アミノウンデカン酸・ステアリン酸・ヘキサン－１，６－ジア

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）－３４４７ 

７４１１ ヘキサデカン酸ビニル （２）－４１６０ 

７４１２ ２－メチルプロパン酸＝１－ヒドロキシ－２，２，４－トリメチルペ

ンタン－３－イルと２－メチルプロパン酸＝３－ヒドロキシ－２，２

，４－トリメチルペンチル（主成分）の混合物 

（２）－４１６１ 
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７４１３ 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・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）－３５１８ 

 


