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○
厚 生 労 働 省

経 済 産 業 省

環 境 省

告 示 第 三 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 五 年 七 月 三 十 一 日

厚 生 労 働 大 臣 田 村 憲 久

経 済 産 業 大 臣 茂 木 敏 充

環 境 大 臣 臨 時 代 理

国 務 大 臣 林 芳 正

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

６５０９ ホルムアルデヒド・２－メトキシナフタレン・２－メチルフェノール

重縮合物と２－（クロロメチル）オキシランの反応生成物（分子構造

（７）－３１１０



2

中のオキシラン環の含有率が18％以下のものに限る 。）

６５１０ ｛［ 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－ヒドロキシポリ（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｝のナトリウム塩

（７）－３１１１

６５１１ ２，２，３，３－テトラフルオロオキセタン （５）－６９６５

６５１２ アクリロニトリル・ブタ－１，３－ジエン・２－メチリデンコハク酸

・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）－３０８４

６５１３ アクリルアミド・アクリル酸・アクリロニトリル・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・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）－３０８５

６５１４ ６，６′－（エチレンジオキシ）ジ－２－ナフトエ酸・エチレン＝グ

リコール・ナフタレン－２，６－ジカルボン酸重縮合物（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

（７）－３１１２
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不溶であるものに限る 。）

６５１５ ６，６′－（エチレンジオキシ）ジ－２－ナフトエ酸・エチレン＝グ

リコール・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）－３１１３

６５１６ ブタン－１，４－ジオール・エチレンジアミン・２－エチル－２－（

ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール・α－ヒドロ－ω－

ヒドロキシポリ（ｎ＝５～50）（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

・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・水重付加物（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 。）

（７）－３１１４

６５１７ ヘキサン－１，６－ジイルジアミン・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポ

リ（ｎ＝５～50）［オキシ（メチルエチレン ）］ ・３－ヒドロキシ－

２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・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・α，α′－ ｛（ プロパン－２，２－ジイル）ジ－１，４－フ

（７）－３１１５
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ェニレン｝ビス｛ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン ）｝ ・水重付

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 。）

６５１８ ブタン－１，４－ジオール・エチレンジアミン・α－［６－ヒドロキ

シヘキサン－１－イル（又は５－ヒドロキシペンタン－１－イル ）］

－ω－ヒドロキシポリ（ｎ＝３～50）（オキシカルボニルオキシヘキ

サン－１，６－ジイル／オキシカルボニルオキシペンタン－１，５－

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・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・水重付加物（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）－３１１６

６５１９ テトラフルオロエテン・１，１，２－トリフルオロ－２－（トリフル

オロメトキシ）エテン・２，２，３，３－テトラフルオロ－３－ （｛

１，１，１，２，３，３－ヘキサフルオロ－３－ ［（ １，２，２－ト

リフルオロビニル）オキシ］プロパン－２－イル｝オキシ）プロパン

ニトリル共重合物（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒

（６）－３０８６
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、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る 。）

６５２０ ２－（クロロメチル）オキシラン・４，４′－（９Ｈ－フルオレン－

９，９－ジイル）ジフェノール・３，３′，５，５′－テトラメチル

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）－３１１７

６５２１ ２，５－ビス－Ｏ－［４－（アクリロイルオキシ）ベンゾイル］－１

，４：３，６－ジアンヒドロ－Ｄ－マンニトール・１，４－フェニレ

ン＝ビス｛４－［４－（アクリロイルオキシ）ブトキシ］ベンゾアー

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）－３０８７

６５２２ アクリルアミド・アクリル酸・クロロエテン・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）－３０８８

６５２３ 酢酸ビニル・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＝クロリド共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量

（６）－３０８９
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1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）

６５２４ １－クロロ－１，２，２－トリフルオロエテン・エテン・３，３，３

－トリフルオロ－２－（トリフルオロメチル）プロパ－１－エン共重

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）－３０９０

６５２５ 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・メチル＝メタクリラート・トリデカン－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）－３０９１

６５２６ Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド・スチレン・Ｎ－（ヒドロキシメチ

ル）アクリルアミド・メタクリル酸メチル共重合物（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）－３０９２

６５２７ アクリル酸・ブタン－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

（６）－３０９３
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1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）

６５２８ エテン・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）－３０９４

６５２９ ［５，５′－ビイソベンゾフラン］－１，１′，３，３′－テトラオ

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・４，４′－オキシジアニリン重縮合物（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）－３１１８

６５３０ アクリル酸・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・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）－３０９５

６５３１ ドコサ－１－エン・イコサ－１－エン・オクタデカ－１－エン・テト

ラコサ－１－エン共重合物（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）－３０９６

６５３２ ベンジル＝メタクリラート・メタクリル酸・３，３，５－トリメチル

シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート共重合物（水及び酸に不

（６）－３０９７
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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 。）

６５３３ ２－ヒドロキシ－４－オキサトリシクロ［４．２．１．０ ３ ， ７ ］ノ

ナン－５－オン

（５）－６９６６

６５３４ ２－［２－オキソ－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イ

ル）－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－３－イル］－４－（２

，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）フェニル＝アセタート

（５）－６９６７

６５３５ Ｎ，Ｎ′，Ｎ′′－トリス（２－メチルシクロヘキシル）プロパン－

１，２，３－トリカルボキサミド

（３）－４６３５

６５３６ アクリル酸・ブタ－１，３－ジエン・ジビニルベンゼン・エチルスチ

レン・Ｎ－（ヒドロキシメチル）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・ナトリウム＝（Ｚ）－６－ヒドロキシ

－９，12－ジオキソ－４，８，13－トリオキサヘントリアコンタ－１

，22－ジエン－10－スルホナート・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）－３０９８
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６５３７ アクリル酸・ブタ－１，３－ジエン・Ｎ－（ヒドロキシメチル）メタ

クリルアミド・２－メチリデンコハク酸・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）－３０９９

６５３８ ブタ－１，３－ジエン・ジビニルベンゼン・エチルスチレン ･ Ｎ－（

ヒドロキシメチル）アクリルアミド・２－メチリデンコハク酸・オキ

シラン－２－イルメチル＝メタクリラート・ナトリウム＝（Ｚ）－６

－ヒドロキシ－９，12－ジオキソ－４，８，13－トリオキサヘントリ

アコンタ－１，22－ジエン－10－スルホナート ･ 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）－３１００

６５３９ アクリルアミド・アクリル酸・ブタ－１，３－ジエン・Ｎ－（ヒドロ

キシメチル）アクリルアミド・２－メチリデンコハク酸 ･ 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）－３１０１
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６５４０ アクリル酸・ブタン－１－イル＝アクリラート・ブタ－１，３－ジエ

ン・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）－３１０２

６５４１ ブタ－１，３－ジエン・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラー

ト・メタクリル酸・ナトリウム＝（Ｚ）－６－ヒドロキシ－９，12－

ジオキソ－４，８，13－トリオキサヘントリアコンタ－１，22－ジエ

ン－10－スルホナート ･ 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）－３１０３

６５４２ アクリル酸・２－エチルへキサン－１－イル＝アクリラート・α－ヒ

ドロ－ω－［２－プロパ－１－エン－１－イル－４－アルキル（Ｃ＝

９，10及び11、Ｃ＝９を主成分とする直鎖型）フェノキシ］ポリ（ｎ

＝１～50）（オキシエチレン）・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）－３１０４
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６５４３ アリル＝メタクリラート・ベンジル＝メタクリラート・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・１－

フェニル－１Ｈ－ピロール－２，５－ジオン・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）－３１０５

６５４４ アリル＝メタクリラート・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・１－フェニル－１Ｈ－ピロール－

２，５－ジオン・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）－３１０６

６５４５ α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）・２－ ［（ 10－

オキソ－９，10－ジヒドロ－９－オキサ－10－ホスファフェナントレ

ン－10－イル）メチル］コハク酸・プロパン－１，３－ジオール・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）－３１１９

６５４６ アンモニウム＝α－［４－ノナン－１－イル－２－（プロパ－１－エ

ン－１－イル）フェニル］－ω－（スルホナトオキシ）ポリ（ｎ＝１

～30）（オキシエチレン）・ブタン－１－イル＝アクリラート・２－

（７）－３１２０
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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・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率が１重量％以下であるものに限る 。）

６５４７ ブタン－１－イル＝アクリラート・２，２－ジメチルプロパン－１，

３－ジイル＝ジメタクリラート・エチレン＝グリコール、ホルムアル

デヒド、メタクリル酸、フェノール、スチレン及び硫酸水素アンモニ

ウムの反応生成物・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）－３１２１

６５４８ ブタン－１，４－ジオール・［エチレン＝グリコールのオキセパン－

２－オン重付加物（ｎ＝３～50 ）］ ・２－エチル－２－（ヒドロキシ

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・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・α

－ヒドロ－ω－ ［（ ５－ヒドロキシ－３－メチルペンタン－１－イル

（７）－３１２２
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）オキシ］ポリ（ｎ＝５～50）［オキシ（３－メチルペンタン－１，

５－ジイル）オキシアジポイル］・水重付加物（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 。）

６５４９ ビス（４－イソシアナトシクロヘキサン－１－イル）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・α－

ヒドロ－ω－（６－ヒドロキシヘキサン－１－イルオキシ）ポリ（ｎ

＝５～50）（オキシヘキサン－１，６－ジイルオキシカルボニル）・

水重付加物（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）－３１２３

６５５０ ［Ｎ－（２－アミノエチル）エチレンジアミン・ビス（４－イソシア

ナトシクロヘキサン－１－イル）メタン・ヘキサン－１，６－ジオー

ル・α－ヒドロ－ω－（６－ヒドロキシヘキサン－１－イルオキシ）

ポリ（ｎ＝５～50）（オキシヘキサン－１，６－ジイルオキシカルボ

ニル）・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプ

ロパン酸・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・水重付加物］と２，２′－イミノ

（７）－３１２４
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ジエタ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 。）

６５５１ ビス（４－イソシアナトフェニル）メタン・２，３－ジヒドロキシプ

ロパン－１－イル＝メタクリラート・１，６－ジイソシアナトヘキサ

ン・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシメチルエチレン）・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）－３１２５

６５５２ ２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・エチレン＝グリコー

ル・フマル酸・（３－［ヒドロキシ（メチル）ホスホリル］プロパン

酸とエチレン＝グリコールの反応生成物）・イソフタル酸・テレフタ

ル酸・（トリシクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカン－４，８－ジイ

ル）ジメタノール重縮合物（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）－３１２６

６５５３ ブタン－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＝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）（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成

（６）－３１０７
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分の含有率が１％以下であるものに限る 。）

６５５４ ドコサ－１－エン・ヘキサコサ－１－エン・イコサ－１－エン・オク

タデカ－１－エン・テトラコサ－１－エン共重合物（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）－３１０８

６５５５ 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・３－（トリエトキ

シシリル）プロパン－１－イル＝メタクリラート・トリエトキシ（ビ

ニル）シラン共重合物（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）－３１０９

６５５６ α－［３－アミノプロパン－１－イル（ジメチル及びジフェニル）シ

リル］－ω－［３－アミノプロパン－１－イル（ジメチル）シリルオ

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 ）］ ・３，３′－（１，３－フェニレンジオキシ）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 。） （水、酸及びアルカリに不溶であ

（７）－３１２７
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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 。）

６５５７ ［５，５′－ビイソベンゾフラン］－１，１′，３，３′－テトラオ

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・４，４′－オキシジアニリン重縮合物（ポリイミ

ドに限る 。） とリン酸でドープしたアニリン重合物の反応生成物（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）－３１２８

６５５８ ピネン重合物の水素化物（数平均分子量が 1,450 以下のものに限る 。

）

（９）－２６３０

６５５９ α－（トリメチルシリル）－ω－（トリメチルシリルオキシ）ポリ｛

オキシ（ジメチルシランジイル）／オキシ ［（ メチル）（３－スルフ

ァニルプロパン－１－イル）シランジイル］／オキシ ［（ メチル）（

３－アミノプロパン－１－イル）シランジイル ］｝ のスルファニル基

へのクロロエテン・３－クロロ－２－ヒドロキシプロパン－１－イル

＝メタクリラート・Ｎ－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド・オク

タデカン－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＝メ

（７）－３１２９
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タクリラート共重合物の付加物（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 。）

６５６０ α－（トリメチルシリル）－ω－（トリメチルシリルオキシ）ポリ｛

オキシ（ジメチルシランジイル）／オキシ ［（ メチル）（３－スルフ

ァニルプロパン－１－イル）シランジイル］／オキシ ［（ メチル）（

３－アミノプロパン－１－イル）シランジイル ］｝ のスルファニル基

へのクロロエテン・２，３－ジヒドロキシプロパン－１－イル＝メタ

クリラート・オクタデカン－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・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の付加物（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５重量％以下であ

るものに限る 。）

（７）－３１３０

６５６１ アクリルアミド・アクリロニトリル・ブタ－１，３－ジエン・２－メ

チリデンコハク酸・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

（６）－３１１０
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ものに限る 。）

６５６２ アクリル酸・アクリロニトリル・ブタ－１，３－ジエン・２－ヒドロ

キシエチル＝アクリラート・２－メチリデンコハク酸・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）－３１１１

６５６３ アクリロニトリル・ブタ－１，３－ジエン・２－ヒドロキシエチル＝

アクリラート・２－メチリデンコハク酸・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）－３１１２

６５６４ アクリルアミド・アクリロニトリル・ブタ－１，３－ジエン・２－ヒ

ドロキシエチル＝アクリラート・２－メチリデンコハク酸・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）－３１１３

６５６５ 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＝メタクリラート・Ｎ－（ヒドロキシメチ

（６）－３１１４
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ル）アクリルアミド・メタクリル酸・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 。）

６５６６ ジビニルベンゼン・エチルスチレン・ナトリウム＝３，６，９－トリ

アザ－10－オキソドデカ－11－エノアート共重合物（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）－３１１５

６５６７ ３－メチル－３－ ［（ ２，２，３，３，３－ペンタフルオロプロポキ

シ）メチル］オキセタン重合物（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）－３１３１

６５６８ 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・ブタン－１，４－ジオール・α－ヒドロ－ω－ヒドロ

キシポリ（ｎ＝５～50）（オキシブタン－１，４－ジイル）・α－［

４－ヒドロキシブタン－１－イル（又は６－ヒドロキシヘキサン－１

－イル ）］ －ω－ヒドロキシポリ（ｎ＝３～50）（オキシカルボニル

オキシブタン－１，４－ジイル／オキシカルボニルオキシヘキサン－

１，６－ジイル）・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２

（７）－３１３２
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－メチルプロパン酸・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・水重付加物（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 。）

６５６９ ２，５－ジヒドロキシトルエン・ヒドロキノン・４，４′－（プロパ

ン－２，２－ジイル）ジフェノール・ビス［２－ヒドロキシ（メチル

）ベンジル］カルボナート重縮合物（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）－３１３３

６５７０ 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）－３１１６

６５７１ アクリロニトリル・２－（アクリロイルアミノ）－２－メチルプロパ

ン－１－スルホン酸・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

（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

（６）－３１１７
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＝メタクリラートの含有率が５重量％以下であるものに限る 。）

６５７２ 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・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）－３１１８

６５７３ 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・メチル＝アクリラート・モルホリン－４－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）－３１１９

６５７４ 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・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）－３１２０

６５７５ ２－ ［（ アクリロイルオキシ）メチル］－２－（ヒドロキシメチル）

プロパン－１，３－ジイル＝ジアクリラート・２，２－ビス ［（ アク

リロイルオキシ）メチル］プロパン－１，３－ジイル＝ジアクリラー

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

（６）－３１２１
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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 。）

６５７６ ［アクリル酸・アクリロニトリル・ブタ－１，３－ジエン・２，４－

ジフェニル－４－メチルペンタ－１－エン・２－エチルヘキサン－１

－イル＝アクリラート・フマル酸・２－ヒドロキシエチル＝アクリラ

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・スチレン共重合物及びその片末端又は両末端アルキル（Ｃ＝12

、分枝型）スルファニル化物（又は２－フェニルアリル化物、２－フ

ェニルプロパン－２－イル化物）（混合修飾物を含む。）］のカリウム

、ナトリウム部分混合塩（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 。

）

（６）－３１２２

６５７７ ［アクリル酸・ブタ－１，３－ジエン・２，４－ジフェニル－４－メ

チルペンタ－１－エン・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラー

ト・フマル酸・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・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・スチレン共重

合物及びその片末端又は両末端アルキル（Ｃ＝12）スルファニル化物

（６）－３１２３



23

（又は２－フェニルアリル化物又は２－フェニルプロパン－２－イル

化物）（混合修飾物を含む。）］のカリウム、ナトリウム部分混合塩（

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 。）

６５７８ 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－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・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）－３１２４

６５７９ シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・ジメチル＝２，２′－

（オキシジメチレン）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（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）－３１２５

６５８０ 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

－ヒドロキシプロピル＝メタクリラート・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

（６）－３１２６
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る 。）

６５８１ Ｎ－（２－アミノエチル）エチレンジアミン・ビス（４－イソシアナ

トシクロヘキサン－１－イル）メタン・ブタン－１，４－ジオール・

エチレンジアミン・α－［４－ヒドロキシブタン－１－イル（又は６

－ヒドロキシヘキサン－１－イル ）］ －ω－ヒドロキシポリ（ｎ＝５

～50）（オキシカルボニルオキシブタン－１，４－ジイル／オキシカ

ルボニルオキシヘキサン－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（ｎ＝５～50）（オキシ

カルボニルオキシヘキサン－１，６－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・水重付加物（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）－３１３４

６５８２ ビス（４－イソシアナトシクロヘキサン－１－イル）メタン・シクロ

ヘキサン－１，４－ジイルジメタノール・エチレンジアミン・α－ヒ

ドロ－ω－ ［（ ３－ヒドロキシ－２，２－ジメチルプロパン－１－イ

ル）オキシ］ポリ（ｎ＝３～50）［オキシ（２，２－ジメチルプロパ

ン－１，３－ジイル）オキシアジポイル］・α－ヒドロ－ω－ ［（ ６

（７）－３１３５
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－ヒドロキシヘキサン－１－イル）オキシ］ポリ（ｎ＝３～50）（オ

キシヘキサン－１，６－ジイルオキシアジポイル）・３－ヒドロキシ

－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・水重付加物（

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 。）

６５８３ ジナトリウム＝３－スルホナトプロパノアート （２）－４１１８

６５８４ アクリル酸・イソプロペニルベンゼン・スチレン共重合物のカリウム

塩

（６）－３１２７

６５８５ α－ ［（ ４－ヒドロキシブタン－１－イル）又は（３－ヒドロキシ－

２－メチルプロパン－１－イル ）］ －ω－ヒドロキシポリ［オキシカ

ルボニルオキシブタン－１，４－ジイル／オキシカルボニルオキシ（

２－メチルプロパン－１，３－ジイル ）］ を主成分とする、ブタン－

１，４－ジオール、１，３－ジオキソラン－２－オン、５－メチル－

１，３－ジオキサン－２－オン及び２－メチル－１，３－プロパンジ

オールの反応生成物

（７）－３１３６

６５８６ ビス｛１－ ［（ ５－ｔｅｒｔ－ブチル－２－オキシド－κＯ－フェニ

ル）ジアゼニル］－３－（フェニルカルバモイル）ナフタレン－２－

（４）－１９５８
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オラト－κＯ｝鉄（Ⅲ）酸水素

６５８７ 四アルミノ五ケイ酸二マグネシウム （１）－１２４９

６５８８ ジアルキル（Ｃ＝１～８、直鎖型及び分枝型）＝フマラート・（３－

エチルオキセタン－３－イル）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）－３１２８

６５８９ ４－イソプロペニルフェノール・メタクリル酸・２－（２－フェノキ

シエトキシ）エチル＝アクリラート・トリシクロ［５．２．１．０ ２

， ６ ］デカン－８－イル＝メタクリラート・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）－３１２９

６５９０ ［α－ ｛（ ４－ヒドロキシブタン－１－イル）［又は（２－ヒドロキ

シエチル ）、 （６－ヒドロキシヘキサン－１－イル ）、 （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

ルオキシブタン－１，４－ジイル／オキシカルボニルオキシエチレン

／オキシカルボニルオキシヘキサン－１，６－ジイル／オキシカルボ

（７）－３１３７
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ニルオキシペンタン－１，５－ジイル）・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重付加物］の２－イソシア

ナトエチル＝メタクリラートの片末端又は両末端付加物（両末端付加

物が50％以上のものに限る 。） （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 。）

６５９１ ５－アミノ－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン－１－イルメチ

ルアミン・ビス（４－イソシアナトシクロヘキサン－１－イル）メタ

ン・シクロヘキサン－１，４－ジイルジメタノール・ドデカン－１，

２－ジオール・エチレンジアミン・α－ヒドロ－ω－ ［（ ２－ヒドロ

キシエチル）オキシ］ポリ（ｎ＝１～50）（オキシエチレンオキシア

ジポイル）・α－ヒドロ－ω－ ［（ ６－ヒドロキシヘキサン－１－イ

ル）オキシ］ポリ（ｎ＝１～30）（オキシヘキサン－１，６－ジイル

オキシイソフタロイル）・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル

）－２－メチルプロパン酸・水重付加物（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）－３１３８

６５９２ ２，２－ビス（ヒドロキシメチル）ブタン酸・ブタ－１，３－ジエン （７）－３１３９
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重合物の末端ヒドロキシ化物・１，３－ビス（イソシアナトメチル）

シクロヘキサン重付加物（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 。）

６５９３ １，４：３，６－ジアンヒドロ－Ｄ－グルシトール・ジフェニル＝カ

ルボナート・プロパン－１，３－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）－３１４０

６５９４ １，４：３，６－ジアンヒドロ－Ｄ－グルシトール・ジフェニル＝カ

ルボナート重縮合物（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）－３１４１

６５９５ アクリロニトリル・イソブチル＝アクリラート・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４重量％以下であるものに限る 。）

（６）－３１３０

６５９６ α－（２－アミノプロパン－１－イル）－ω－アミノ｛ポリ［オキシ

（メチルエチレン ）］ －ポリ（オキシエチレン）－ポリ［オキシ（メ

（７）－３１４２
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チルエチレン）］｝・１－アザシクロトリデカン－２－オン重合物・ド

デカン二酸重縮合物（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 。）

６５９７ １－アザシクロヘプタン－２－オン・１－アザシクロトリデカン－２

－オン・デカン二酸・ピペラジン重縮合物（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）－３１４３

６５９８ 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・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）－３１３１

６５９９ （２－ ［（ ３－ ［（ ３－スルファニルプロパノイル）オキシ］－２，

２－ビス｛［（３－スルファニルプロパノイル）オキシ］メチル｝プロ

ポキシ）メチル］－２－｛［（３－スルファニルプロパノイル）オキシ

］メチル｝プロパン－１，３－ジイル＝ビス（３－スルファニルプロ

パノアート）と２－メチリデンコハク酸の反応生成物 ）、 メタクリル

（７）－３１４４
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酸及びメチル＝メタクリラートの反応生成物（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 。）

６６００ 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－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・１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリ

ジル＝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の末端１－シアノ－１，３－ジメチル

ブタン－１－イル化物（又は末端ドデカン－１－イルスルファニル化

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）－３１３２

６６０１ ｛ビス（４－イソシアナトシクロヘキサン－１－イル）メタン・α－

ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエチレン ）］ ・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（第四級アンモニウム塩）（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）－３１４５

６６０２ ２－オキソオキソラン－３－イル＝アクリラート （５）－６９６８
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６６０３ オキシラン－２－イルメチル＝12－（オキシラン－２－イルメトキシ

）オクタデカ－９－エノアートを主成分とする、ヒマシ油脂肪酸と２

－（クロロメチル）オキシランの反応生成物

（５）－６９６９

６６０４ ３，６－ジオキサオクタン－１－イル＝アクリラート及びα－（３，

６－ジオキサオクタン－１－イル）－ω－ ［（ アクリロイル）オキシ

］ポリ（ｎ＝１～３）（オキシカルボニルエチレン）の混合物

（７）－３１４６

６６０５ アジピン酸・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・２－エ

チル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール・イソ

フタル酸・無水フタル酸重縮合物（架橋構造）

（７）－３１４７

６６０６ ３－（２－エチルヘキサノイル）オキシ－２，２－ジメチルプロパン

－１－イル＝ベンゾアートを主成分（45％以上）とする、安息香酸、

２－エチルヘキサン酸及び２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオ

ールの反応生成物

（３）－４６３６

６６０７ ２－エチルヘキサン酸＝２－［３－ヒドロキシ－４－（４，６－ジフ

ェニル－１，３，５－トリアジン－２－イル）フェノキシ］エチル

（５）－６９７０

６６０８ Ｎ－（３－アミノプロピル）－Ｎ，Ｎ′，Ｎ′－トリメチル－２，２

′－オキシビス（エチルアミン）

（２）－４１１９
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６６０９ ［（ ペンタエリトリトール及びペンタエリトリトールのオキシラン重

付加物）の酢酸又はメタクリル酸エステル化物］及び｛［（ペンタエリ

トリトール及びペンタエリトリトールのオキシラン重付加物）の２，

２－ビス（ヒドロキシメチル）プロパン酸重縮合物］の酢酸又はメタ

クリル酸エステル化物｝の混合物

（７）－３１４８

６６１０ ペンタカリウム＝５，５′－ ｛（ ６－オキシド－１，３，５－トリア

ジン－２，４－ジイル）ビス［５－アミノ－３－ｔｅｒｔ－ブチル－

１Ｈ―ピラゾール－１，４－ジイル］ビス（ジアゼン－２，１－ジイ

ル）ビス（４－シアノ－１Ｈ―ピラゾール－５，１－ジイル ）｝ ジイ

ソフタラート

（５）－６９７１

６６１１ １－イソブトキシエチル＝アクリラート・メチル＝アクリラート・メ

チル＝メタクリラート・４－（プロパ－１－エン－２－イル）フェノ

ール共重合物 （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 。）

（６）－３１３３

６６１２ 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・１Ｈ－インデン・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

（６）－３１３４
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成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）

６６１３ ２－エチル－２－アダマンチル＝メタクリラート・１Ｈ－インデン・

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）－３１３５

６６１４ Ｎ－（２－アミノエチル）エチレンジアミン・ビス（４－イソシアナ

トシクロヘキサン－１－イル）メタン・（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）・ヘキサン

－１，６－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）－３１４９

６６１５ α－［３－（４－ヒドロキシ－３－メトキシフェニル）プロパン－１

－イル（ジメチル）シリル］－ω－［３－（４－ヒドロキシ－３－メ

トキシフェニル）プロパン－１－イル］ポリ［オキシ（ジメチルシラ

ンジイル ）］ ・イソフタロイル＝クロリド・ホスゲン・４，４′－（

プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール・レゾルシノール・テレフ

タロイル＝クロリド重縮合物の両末端４－（２－フェニルプロパン－

（７）－３１５０



34

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 。）

６６１６ アクリル酸・アクリロニトリル・３，６，９－トリオキサデカン－１

－イル＝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）－３１３６

６６１７ シクロヘキサン－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）－３１３７

６６１８ 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）－３１３８

６６１９ ３－メチルブタ－３－エン－２－オン重合物（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）－３１３９

６６２０ エチレン＝グリコール・２，２′－オキシジエタノール・テレフタル

酸・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）ビス（２－メチルプロパン－１－オール

（７）－３１５１
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）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 。）

６６２１ メタクリル酸・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及び部分カルボン酸無水物（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）－３１４０

６６２２ １－ブトキシエチル＝メタクリラート （２）－４１２０

６６２３ ヘキサン－１，６－ジイル＝ジアクリラート、α，α′－（ヘキサン

－１，６－ジイル）－ビス［ω－（アクリロイルオキシ）ポリ（ｎ＝

１～６）（オキシカルボニルエチレン ）］ 及びα－（６－ヒドロキシ

ヘキサン－１－イル）－ω－（アクリロイルオキシ）ポリ（ｎ＝１～

４）（オキシカルボニルエチレン）の混合物

（７）－３１５２

６６２４ アクリル酸＝（２－エチル－２－メチル－１，３－ジオキソラン－４

－イル）メチル

（５）－６９７２

６６２５ １，６－ジイソシアナトヘキサン・２－エチル－２－（ヒドロキシメ

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・［４，４′－（プロパン－２

（７）－３１５３
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，２－ジイル）ジフェノールのオキシラン付加物］重縮合物（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 。）

６６２６ ビス（イソシアナトシクロヘキサン－１－イル）メタン・２－エチル

－２－（ヒドロキシメチル）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・４，４

′－メチレンジアニリン・［４，４′－（プロパン－２，２－ジイル

）ジフェノールのオキシラン付加物］重縮合物（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）－３１５４

６６２７ １，２－ビス｛３－ ［（ ジメチルシリル）オキシ］－１，１，５，５

－テトラメチルトリシロキサン－３－イル｝エタンとα－［３－（Ｎ

－｛３－［ジメチル（ビニル）シリル］フェニル｝－Ｎ－メチルアミ

ノ）－１，１，１，２－テトラフルオロ－３－オキソプロパン－２－

イル］－ω－フルオロポリ｛オキシ［１，１，２－トリフルオロ－２

－（トリフルオロメチル）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

（７）－３１５５
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るものに限る 。）

６６２８ ジビニルベンゼン・エチルスチレン・メタクリル酸・２－ ［（ メタク

リロイルオキシ）メチル］－２－エチルプロパン－１，３－ジイル＝

ジメタクリラート・メチル＝メタクリラート・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（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）－３１４１

６６２９ α－（２－アミノプロパン－１－イル）－ω－アミノポリ［オキシ（

メチルエチレン ）］ ・アゼパン－２－オン・［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。）］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）－３１５６

６６３０ 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＝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・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

（６）－３１４２
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有率が１％以下であるものに限る 。）

６６３１ シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・８－ヒドロキシ－７，

７－ジメチル－３，５－ジオキサ－４－オキソオクタン－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（

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）－３１４３

６６３２ シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・８－ヒドロキシ－７，

７－ジメチル－３，５－ジオキサ－４－オキソオクタン－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）－３１４４

６６３３ 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・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・３－（トリメトキシシリル）プロパン

－１－イル＝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

（６）－３１４５
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のに限る 。）

６６３４ 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・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）－３１４６

６６３５ アクリル酸・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－ヒドロキシポリ（ｎ＝

１～ 100 ）（オキシエチレン）・２－エチルへキサン－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・２－

メトキシエチル＝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 。）

（７）－３１５７

６６３６ 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・（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）－３１４７
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６６３７ ベンジル＝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（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）－３１４８

６６３８ ブタン－１－イル＝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分子内ラクト

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 。）

（６）－３１４９

６６３９ アクリル酸・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・Ｎ－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド・

２－メチリデンコハク酸共重合物（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）－３１５０

６６４０ ３－クロロ－２－ヒドロキシプロパン－１－イル＝メタクリラート・

エチル＝アクリラート・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）－３１５１

６６４１ ［５，５′－ビイソベンゾフラン］－１，１′，３，３′－テトラオ （７）－３１５８
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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・４，４′－［プロパン－２，２－ジイルビス（４

，１－フェニレンオキシ ）］ ジアニリン重縮合物（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 。）

６６４２ ［５，５′－ビイソベンゾフラン］－１，１′，３，３′－テトラオ

ン・２，２′－ジメチルベンジジン・１Ｈ，３Ｈ－フロ［３，４－ｆ

］イソベンゾフラン－１，３，５，７－テトラオン・４，４′－（１

，３－フェニレンジオキシ）ジアニリン重縮合物（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）－３１５９

６６４３ ２，２′－ジメチルベンジジン・１Ｈ，３Ｈ－フロ［３，４－ｆ］イ

ソベンゾフラン－１，３，５，７－テトラオン・３，４′－オキシジ

アニリン・４，４′－（１，３－フェニレンジオキシ）ジアニリン重

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）－３１６０



42

６６４４ エチレン＝グリコール・イソフタル酸・テレフタル酸・［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 。） の水素化物］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）－３１６１

６６４５ エテン・２－エチルヘキサン－１－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）－３１５２

６６４６ １－アザシクロトリデカン－２－オン・デカン二酸・ピペラジン重縮

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）－３１６２

６６４７ ［ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合物のクロロメ

チル化物（環置換に限る。）］の塩素とトリメチルアミンが置換反応し

て得られる第四級アンモニウム塩を主成分とする、［ジビニルベンゼ

ン・エチルスチレン・スチレン共重合物のクロロメチル化物（環置換

に限る。）］とトリメチルアミンの反応生成物（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

（６）－３１５３
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ものに限る 。）

６６４８ ［ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合物のクロロメ

チル化物（環置換に限る。）］の塩素と２－（ジメチルアミノ）エタノ

ールが置換反応して得られる第四級アンモニウム塩を主成分とする、

［ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合物のクロロメ

チル化物（環置換に限る。）］と２－（ジメチルアミノ）エタノールの

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）－３１５４

６６４９ アクリル酸・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－

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－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）－３１５５

６６５０ デカン二酸・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・エチレ （７）－３１６３
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ン＝グリコール・エチレン＝グリコールと３－［ヒドロキシ（メチル

）ホスホリル］プロパン酸のエステル化物・フマル酸・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 。）

６６５１ ビフェニル－４，４′－ジオール・１－クロロ－４－ ［（ ４－クロロ

フェニル）スルホニル］ベンゼン・４，４′－スルホニルジフェノー

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）－３１６４

６６５２ ［２－（クロロメチル）オキシラン・２，２′－ジメチル－４，４′

－（フルオレン－９，９－ジイル）ジフェノール重縮合物とアクリル

酸の反応生成物］・［５，５′－ビイソベンゾフラン］－１，１′，

３，３′－テトラオン・３ａ，４，７，７ａ－テトラヒドロイソベン

ゾフラン－１，３－ジオン重縮合物（架橋構造）（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 。）

（７）－３１６５

６６５３ ポリ ｛（ １－ヒドロキシエチレン）－ｃｏ－［１－（アクリロイルオ

キシ）エチレン ］｝ （分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下で

（６）－３１５６
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あるものに限る 。）

６６５４ ４－［１－（シクロヘキシルオキシ）エトキシ］スチレン ･ ４－ビニ

ルフェノール共重合物（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 。）

（６）－３１５７

６６５５ ７－オキサビシクロ［４．１．０］ヘプタン－３－カルボン酸アリル （５）－６９７３

６６５６ 硫酸メチルナトリウム （２）－４１２１

６６５７ ３－［アルケニル（Ｃ＝18，20，22及び24 ）］ ピロリジン－２，５－

ジオンを主成分とする、アルケン（Ｃ＝18，20，22及び24、直鎖型及

び分枝型 ）、 フラン－２，５－ジオン及びアンモニアの反応生成物

（５）－６９７４

６６５８ ホルムアルデヒド・４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェ

ノール重縮合物（重合度１～11）とその（メチルアミノ）メタノール

［又は２－（メチルアミノ）エタノール、３－（メチルアミノ）プロ

パン－１－オール、４－（メチルアミノ）ブタン－１－オール］付加

物

（７）－３１６６

６６５９ α－（トリメチルシリル）－ω－メチルポリ｛オキシ（ジメチルシラ

ンジイル）／オキシ［ヘキサン－１－イル（メチル）シランジイル］

／オキシ｛メチル［２－（トリエトキシシリル）エチル］シランジイ

（７）－３１６７
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ル｝／オキシ［メチル （｛ ω－（トリメチルシリル）－ポリ［オキシ

（ジメチルシランジイル）］｝エチル）シランジイル ］｝

６６６０ スチレン・メタクリル酸・メタクリル酸ベンジル・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 未満の成分の含有率

が１％以下であるものに限る 。）

（６）－３１５８

６６６１ ［３－（アクリロイルオキシ）プロパン－１－イル］（ジメトキシ）

（メチル）シラン・ジメトキシ（ジメチル）シラン・１，１－ジメチ

ル－３，３－ジフェニルジシロキサン重縮合物の末端メトキシ（トリ

メチル）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 。）

（７）－３１６８

６６６２ ビス（イソシアナトフェニル）メタン・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシ

ポリ（オキシブタン－１，４－ジイル）・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 。）

（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）－３１６９

６６６３ アクリル酸・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・メチル＝メタクリラート・オキシラン－２－イ

（６）－３１５９



47

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率が

３重量％以下であるものに限る 。）

６６６４ アクリル酸・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－エチルヘキサン－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）－３１６０

６６６５ ２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）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－（５－ヒドロキシ－３－メチルペンタン－１－イル）－ω－

ヒドロキシポリ［オキシアジポイルオキシ（３－メチルペンタン－１

，５－ジイル ）］ ・２，２′－イミノジエタノール・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・水重付加物（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）－３１７０

６６６６ メチル＝２－メチルビシクロ［２．２．１］ヘプタ－５－エン－２－ （６）－３１６１
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カルボキシラート・メチル＝４－メチルテトラシクロ［６．２．１．

１ ３ ， ６ ．０ ２ ， ７ ］ドデカ－９－エン－４－カルボキシラート共重

合物の水素化物（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 。）

６６６７ アクリル酸・ブタ－１，３－ジエン・２－ヒドロキシエチル＝アクリ

ラート・２－メチリデンコハク酸・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）－３１６２

６６６８ アクリルアミド・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・２－メチ

リデンコハク酸・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（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）－３１６３

６６６９ アクリルアミド・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・イソブチル＝アクリラート・メタクリル酸・２－メチリデン

コハク酸・スチレン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子

（６）－３１６４
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量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）

６６７０ アクリルアミド・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・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、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）－３１６５

６６７１ ブタン－１－イル＝アクリラート・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＝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）－３１６６

６６７２ 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・

［３－（トリメトキシシリル）プロパン－１－イル＝メタクリラート

の加水分解物及びその縮合物］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）－３１７１

６６７３ 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・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・メチル＝メタクリラート

（６）－３１６７
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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 。）

６６７４ ３－（２Ｈ－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・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＝メタクリラートの加水分解

物及びその縮合物］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）－３１７２

６６７５ アクリル酸・α－（２－メチルプロパ－２－エン－１－イル）－ω－

ヒドロキシポリ（ｎ＝１～ 150 ）（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）－３１７３

６６７６ アクリロニトリル・ブタ－１，３－ジエン・ブタン－１－イル＝水素

＝マレア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）－３１６８
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６６７７ エテン・ヘキサ－１－エン・オクタ－１－エン共重合物（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）－３１６９

６６７８ ブタ－１－エン・エテン・オクタ－１－エン共重合物（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）－３１７０

６６７９ アクリルアミド・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・２－メチリデンコハク酸共重合物（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）－３１７１

６６８０ ８－エチル－３，６－ジオキサドデカン－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）－３１７２

６６８１ エチレン＝グリコール・２，６－ナフタレンジカルボン酸・２，２′

－オキシジエタノール・テレフタル酸・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）ビス

（７）－３１７４
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（２－メチルプロパン－１－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 。）

６６８２ アジピン酸・アゼパン－２－オン・ペンタン－１，５－ジイルジアミ

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）－３１７５

６６８３ メタクリル酸・メタクリル酸ベンジル・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 未満の成分の含有率が１％以下

であるものに限る 。）

（６）－３１７３

６６８４ ［２－（クロロメチル）オキシラン・２，２′，６，６′－テトラメ

チル－４，４′－（フルオレン－９，９－ジイル）ジフェノール重縮

合物とアクリル酸の反応生成物］・［５，５′－ビイソベンゾフラン

］－１，１′，３，３′－テトラオン・３ａ，４，７，７ａ－テトラ

ヒドロイソベンゾフラン－１，３－ジオン重縮合物（架橋構造）（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 。）

（７）－３１７６

６６８５ ヒドロキノン・６－ヒドロキシ－２－ナフトエ酸・２，６－ナフタレ （７）－３１７７



53

ンジカルボン酸・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

。）

６６８６ ヘキサコサ－１－エン・オクタコサ－１－エン・テトラコサ－１－エ

ン・トリアコンタ－１－エン共重合物（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）－３１７４

６６８７ １，１－ジフルオロエテン・１－［ジフルオロ（トリフルオロメトキ

シ）メトキシ］－１，２，２－トリフルオロエテン・３，３，４，４

，５，５，６，６，７，７，８，８－ドデカフルオロデカ－１，９－

ジエン・テトラフルオロエテン・１，１，２－トリフルオロ－２－（

トリフルオロメトキシ）エテン共重合物（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）－３１７５

６６８８ １，１′－（ジアゼンジイル）ビス（シクロヘキサンカルボニトリル

）を開始剤とする、アクリル酸＝２－ヒドロキシエチルと［亜麻仁油

と２－アミノ－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオー

（９）－２６３１
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ルとホルムアルデヒドの反応生成物］とメタクリル酸＝２－（ジエチ

ルアミノ）エチルとメタクリル酸ブチルとメタクリル酸メチルの反応

生成物

６６８９ ２，２′－ビス（２－ヒドロキシ－５－メチルベンジル）－３，３′

，６，６′－テトラメチル－４，４′－ ［（ ２－ヒドロキシ－５－メ

チル－１，３－フェニレン）ビス（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－スルホン酸

の反応生成物

（４）－１９５９

６６９０ （２－（｛［（｛［（オキシラン－２－イルメトキシ）ベンジル］フェニル

｝フェニル）メチル］フェノキシ｝メチル）オキシラン、α－ ［（ オ

キシラン－２－イルメトキシ）ベンジル］－ω－ （｛［（ オキシラン－

２－イルメトキシ）ベンジル］フェニル｝フェニル）ポリ（ｎ＝１～

10）｛ビフェニルジイルメチレン ［（ オキシラン－２－イルメトキシ

）フェニレン］メチレン｝及びアクリル酸の反応生成物）と３ａ，４

，７，７ａ－テトラヒドロイソベンゾフラン－１，３－ジオンの反応

生成物（分子量 800 以上）

（７）－３１７８

６６９１ アクリル酸・アルキル（Ｃ＝９）＝アクリラート・２－メトキシエチ （６）－３１７６
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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 。）

６６９２ 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＝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）－３１７７

６６９３ ［２－（クロロメチル）オキシラン・ナフタレン－１，５－ジオール

・４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重縮合物］

のアクリル酸及び３ａ，４，７，７ａ－テトラヒドロイソベンゾフラ

ン－１，３－ジオン付加物（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 。）

（７）－３１７９

６６９４ ［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、１，３－ジオキソ－１，３－ジヒドロイソベンゾフラ

ン－５－カルボン酸及び２－ （｛ ４－［４－（オキシラン－２－イル

メトキシ）ベンジル］フェノキシ｝メチル）オキシランの反応生成物

］のアクリル酸及び３ａ，４，７，７ａ－テトラヒドロイソベンゾフ

ラン－１，３－ジオン付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子

（７）－３１８０
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量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）

６６９５ 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・［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合物（環状３量体を主成分とする、

３～11量体 ）］ 重縮合物（末端５－カルボキシ－１，３－ジオキソ－

１，３－ジヒドロ－２Ｈ－イソインドール－２－イル基又は１，３－

ジオキソ－１，３－ジヒドロイソベンゾフラン－５－カルボキサミド

基）（ポリイミド及びポリアミドを含む 。） （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

構造中にイソシアナト基を含まないものに限る 。）

（７）－３１８１

６６９６ ｛α－（オキシラン－２－イルメチル）－ω－（オキシラン－２－イ

ルメトキシ）ポリ［オキシ（メチルエチレン ）］ のジブタン－１－イ

ルアミン付加物｝・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ヘキサン－１，６－ジイ

ル）・ビス（４－イソシアナトシクロヘキサン－１－イル）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 。）

（７）－３１８２
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６６９７ 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・２－メトキシエチル＝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４重量％以

下であるものに限る 。）

（６）－３１７８

６６９８ （４－クロロイソベンゾフラン－１，３－ジオン、５－クロロイソベ

ンゾフラン－１，３－ジオン及び１，３－フェニレンジアミンのイミ

ド化反応生成物）・４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェ

ノール重縮合物の末端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）－３１８３

６６９９ α－（２－アミノプロパン－１－イル）－ω－（２－アミノプロポキ

シ）ポリ［オキシエチレン／オキシ（メチルエチレン）］、２，５－フ

ランジオン、ヘキサデカ－１－エン、２－メチルプロパ－１－エン、

Ｎ－フェニル－１，４－フェニレンジアミンの反応生成物（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

（７）－３１８４
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であるものに限る 。）

６７００ アクリル酸・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・イソブチル＝アクリラート・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）－３１７９

６７０１ ブタン－１－イル＝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・イソブチル＝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 。）

（６）－３１８０

６７０２ 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・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・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）－３１８１

６７０３ 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－ヒドロキシプロパン－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

（６）－３１８２
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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

。）

６７０４ （アザシクロトリデカン－２－オン重付加物とそのアミノ末端１－イ

ソシアナトオクタデカン付加物）とそのカルボニル末端Ｎ，Ｎ′－エ

チレンジステアルアミド付加物（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）－３１８５

６７０５ （アザシクロトリデカン－２－オン・アゼパン－２－オン重付加物と

そのアミノ末端１－イソシアナトオクタデカン付加物）とそのカルボ

ニル末端Ｎ，Ｎ′－エチレンジステアルアミド付加物（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）－３１８６

６７０６ ブタン－１－イル＝アクリラート・Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド

・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）－３１８３

６７０７ ２－ブチル－２－エチルプロパン－１，３－ジオール・デカン二酸・

２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・ジメチル＝テレフタ

ラート・エチレン＝グリコール・２－エチル－２－（ヒドロキシメチ

（７）－３１８７
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ル）プロパン－１，３－ジオール・ヘキサヒドロイソベンゾフラン－

１，３－ジオン・イソフタル酸重縮合物（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 。）

６７０８ シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・２，３－ジヒドロキシ

プロパン－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）－３１８４

６７０９ シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・α－ヒドロ－ω－（メ

タクリロイルオキシ）ポリ（ｎ＝４～６）［オキシ（メチルエチレン

）］ 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 。）

（７）－３１８８

６７１０ ジビニルベンゼン・エチルスチレン・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）－３１８５

６７１１ メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物の分子内

メタクリル酸無水物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000

（６）－３１８６
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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 。）

６７１２ ベンジル＝メタクリラート・１－シクロヘキサン－１－イル－１Ｈ－

ピロール－２，５－ジオン・２－ヒドロキシエチル＝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＝メタクリラート共重合物の［２－（メタクリロイルオキシ）エ

チル］＝イソシアナート縮合物（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）－３１８７

６７１３ １－ ［（ １，２－ジカルボキシエチル）（ヒドロキシ）ホスホリル］

ブタン－１，２，３，４－テトラカルボン酸の部分ナトリウム塩及び

２，２′－（ヒドロキシホスホリル）二コハク酸の部分ナトリウム塩

を主成分とする、ペルオキシ二硫酸アンモニウム、フラン－２，５－

ジオン及びホスフィン酸ナトリウムの反応生成物

（６）－３１８８

６７１４ ナトリウム＝４－ （｛ １－ ［（ ２－メトキシフェニル）アミノ］－１

，３－ジオキソブタン－２－イル｝ジアゼニル）－３－ニトロベンゼ

ンスルホナートを主成分（90％以上）とする、４－ （｛ １－ ［（ ２－

メトキシフェニル）アミノ］－１，３－ジオキソブタン－２－イル｝

ジアゼニル）－３－ニトロベンゼンスルホン酸及びナトリウム＝４－

（３）－４６３７
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（｛ １－ ［（ ２－メトキシフェニル）アミノ］－１，３－ジオキソブ

タン－２－イル｝ジアゼニル）－３－ニトロベンゼンスルホナートの

混合物

６７１５ アクリル酸・２－アクリルアミド－２－メチルプロパン－１－スルホ

ン酸・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－アリル－ω－（ホスホノオキシ）ポリ（ｎ

＝５～20）［オキシ（メチルエチレン ）］ ・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・α－ヒド

ロ－ω－（メタクリロイルオキシ）ポリ（ｎ＝３～31）（オキシエチ

レン）・α，α′－（ヒドロキシホスホリル）ビス｛ω－（アリルオ

キシ）ポリ（ｎ＝５～20）［オキシ（メチルエチレン）］｝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 。）

（７）－３１８９

６７１６ α－アクリロイル－ω－メトキシポリ（ｎ＝３～17）（オキシエチレ

ン）・アルキル（Ｃ＝９）＝アクリラート・α－ヒドロ－ω－（メタ

クリロイルオキシ）ポリ（ｎ＝３～31）（オキシエチレン）共重合物

（７）－３１９０
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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 。）

６７１７ アクリロニトリル・メタクリロニトリル・メチル＝メタクリラート・

オキシジエチレン＝ジ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）－３１８９

６７１８ アクリロニトリル・ブタ－１，３－ジエン・ジビニルベンゼン・エチ

ルスチレン・オキシラン－２－イルメチル＝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り、分子構造中のオキシラン環を

含むユニットの含有率が２重量％以下であるものに限る 。）

（６）－３１９０

６７１９ （３Ｒ，３ａＲ，６Ｓ，６ａＲ）－ヘキサヒドロフロ［３，２－ｂ］

フラン－３，６－ジイル＝ビス［４－（アクリロイルオキシ）ベンゾ

アート］・１，４－フェニレン＝ビス｛４－［４－（アクリロイルオ

キシ）ブトキシ］ベンゾアート｝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）－３１９１
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６７２０ α－（トリメチルシリル）－ω－ ［（ トリメチルシリル）オキシ］ポ

リ｛オキシ ［（ ３－アミノプロパン－１－イル）（メチル）シランジ

イル］／［オキシ（ジメチルシランジイル ）］ ／オキシ ［（ ３－スル

ファニルプロパン－１－イル）（メチル）シランジイル ］｝ のスルフ

ァニル基への［クロロエテン・３－クロロ－２－ヒドロキシプロパン

－１－イル＝メタクリラート・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・Ｎ－（ヒドロキシメチル）アク

リルアミド・オクタデカン－１－イル＝アクリラート共重合物］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）－３１９１

６７２１ ブタ－１，３－ジエン・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・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・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）－３１９２
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６７２２ （ビス（４－イソシアナトシクロヘキサン－１－イル）メタン・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）・α－［４－ヒドロキシブタン－１－イル（又は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

ルオキシブタン－１，４－ジイル／オキシカルボニルオキシヘキサン

－１，６－ジイル）・｛α－（オキシラン－２－イルメチル）－ω－

（オキシラン－２－イルメトキシ）ポリ［オキシ（メチルエチレン ）

］の両末端ジブタン－１－イルアミン付加物｝重付加物（両末端イソ

シアナト基 ）） の片末端α－ヒドロ－ω－メトキシポリ（オキシエチ

レン）又は３－（トリエトキシシリル）プロパン－１－イルアミン付

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）－３１９２

６７２３ ［ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合物のクロロメ

チル化物（環置換に限る。）］とジメチルアミンの反応生成物（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 。）

（６）－３１９３

６７２４ アクリル酸・ジビニルベンゼン・エチルスチレン共重合物（架橋構造 （６）－３１９４
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）（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 。）

６７２５ 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、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）－３１９５

６７２６ アクリル酸・α－（３－メチルブタ－３－エン－１－イル）－ω－ヒ

ドロキシポリ（ｎ＝５～ 150 ）（オキシエチレン）共重合物の部分カ

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）－３１９３

６７２７ アクリロニトリル・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）－３１９６

６７２８ 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－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）－３１９７

６７２９ １，６－ジイソシアナトヘキサン、α－（２－エチルヘキサン－１－ （７）－３１９４
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イル）－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエチレン ）］ 及びα－

ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエチレン ）］ 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 。）

６７３０ 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）－３１９８

６７３１ エチレン＝グリコール・ナフタレン－２，６－ジカルボン酸・２，２

′－オキシジエタノール・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）ビス（２－メチル

プロパン－１－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）－３１９５

６７３２ ［５，５′－ビイソベンゾフラン］－１，１′，３，３′－テトラオ

ン・４，４′－（１，３－フェニレンジオキシ）ジアニリン重縮合物

（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）－３１９６
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６７３３ ｛［ アクリル酸・アンモニウム＝α－［４－ノナン－１－イル－２－

（プロパ－１－エン－１－イル）フェニル］－ω－（スルホナトオキ

シ）ポリ（ｎ＝１～30）（オキシエチレン）・ブタ－１，３－ジエン

・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・メタクリル酸・ス

チレン共重合物］及びその片末端又は両末端アルキル（Ｃ＝12）チオ

ール付加物｝の部分ナトリウム塩（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 。）

（７）－３１９７

６７３４ ４－［１－（シクロヘキシルオキシ）エトキシ］スチレン・４－（１

－エトキシエトキシ）スチレン・４－ビニルフェノール共重合物（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）－３１９９

６７３５ （３－アクリルアミドプロパン－１－イル）（トリメチル）アンモニ

ウム＝クロリド・Ｎ－［３－（ジメチルアミノ）プロパン－１－イル

］アクリルアミド・ジビニルベンゼン・エチルスチレン・３，６，９

－トリオキサウンデカ－１，10－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

（６）－３２００
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カリに不溶であるものに限る 。）

６７３６ ２－ヒドロキシコハク酸＝ビス（２－ブトキシエチル） （２）－４１２２

６７３７ プロパン－１，２，３－トリカルボン酸 （２）－４１２３

６７３８ α－（オキソラン－２－イルメチル）－ω－（アクリロイルオキシ）

ポリ（ｎ＝１～４）［オキシ（１－オキソプロパン－１，３－ジイル

）］

（７）－３１９８

６７３９ ２－（４－メチルシクロヘキサン－１－イル）プロパン－２－イル＝

プロピオナート及び４－イソプロピル－１－メチルシクロヘキサン－

１－イル＝プロピオナートの混合物

（３）－４６３８

６７４０ カルシウム＝アルキル（Ｃ＝20，22，24，26及び28、分枝型）（メチ

ル）ベンゼンスルホナート＝ヒドロキシド

（３）－４６３９

６７４１ 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

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11重量％以下であるものに限る 。）

（６）－３２０１
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６７４２ 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＝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）－３２０２

６７４３ （２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・オキソラン重縮合

物）・ブタン－１，４－ジオール・ビス（４－イソシアナトフェニル

）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 。）

（７）－３１９９

６７４４ シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・２－（ジメチルアミノ

）エチル＝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）－３２０３

６７４５ アクリル酸・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－エチルへキサン－１－イル＝アクリラート・ヘ

キサン－１，６－ジイル＝ジアクリラート・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（架橋構造）（水及び酸に不溶

（６）－３２０４
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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

。）

６７４６ アクリル酸・２－（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）－３２０５

６７４７ α－ ｛［ ３－（４－アミノベンズアミド）プロパン－１－イル］ジメ

チルシリル｝－ω－［３－（４－アミノベンズアミド）プロパン－１

－イル］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 ）］ ・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）／オキシ（ジフェニルシランジイル ）

］・２，２′－ジアミノ－４，４′－スルホニルジフェノール・５，

５′－スルホニルビス（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 。） （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）－３２００

６７４８ アクリル酸・α－｛１－［アルキル（Ｃ＝10～14）オキシ］－３－（ （７）－３２０１
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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－アリル－ω－（ホスホノオキシ）ポ

リ（ｎ＝１～30）［オキシ（メチルエチレン ）］ ・アンモニウム＝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－（スルホナトオキシ）ポリ（ｎ＝５～35

）（オキシエチレン）・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラー

ト・α，α′－ヒドロキシホスホリルビス｛ω－（アリルオキシ）ポ

リ（ｎ＝１～30）［オキシ（メチルエチレン）］｝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 。）

６７４９ アクリル酸・α－アリル－ω－（ホスホノオキシ）ポリ（ｎ＝１～30

）［オキシ（メチルエチレン ）］ ・アンモニウム＝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－（スルホナトオキシ）ポリ（ｎ＝５～35）（オキシエチ

レン）・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・α，α′－

ヒドロキシホスホリルビス｛ω－（アリルオキシ）ポリ（ｎ＝１～30

）［オキシ（メチルエチレン）］｝共重合物（架橋構造）（水、酸及び

（７）－３２０２
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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 。）

６７５０ ブタン－１－イル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・オキ

シラン－２－イルメチル＝メタクリラート共重合物のアクリル酸付加

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）－３２０６

６７５１ アクリル酸・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・ｔｅｒｔ－ブチル＝メタクリラート・シクロヘキサ

ン－１－イル＝メタクリラート・ドデカン－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・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・メタクリル酸・メチ

ル＝メタクリラート・スチレン・トリデカン－１－イル＝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（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）－３２０７

６７５２ ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合物のスルホン化

物（環置換に限る 。） （架橋構造）（数平均分子量が 1,000 以上であ

（６）－３２０８
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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 。）

６７５３ ［ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合物のスルホン

化物（環置換に限る。）］のナトリウム塩（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）－３２０９

６７５４ ［ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合物のスルホン

化物（環置換に限る。）］のリチウム塩（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）－３２１０

６７５５ 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・シクロヘキサン－１，４－ジカルボン酸・デカン二酸

の重縮合物（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）－３２０３

６７５６ アクリロニトリル・ブタ－１，３－ジエン・ジビニルベンゼン・エチ

ルスチレン・メタクリル酸共重合物（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

（６）－３２１１
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であるものに限る 。）

６７５７ ブタ－１，３－ジエン・ジビニルベンゼン・エチルスチレン・メタク

リル酸・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）－３２１２

６７５８ ［５，５′－ビイソベンゾフラン］－１，１′，３，３′－テトラオ

ン・５，５′－カルボニルビス（イソベンゾフラン－１，３－ジオン

）・４，４′－オキシジアニリン・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）－３２０４

６７５９ ｔｅｒｔ－ブチル＝２－エチルペルオキシヘキサノアートを開始剤と

する、アルキル（Ｃ＝12～15、直鎖型及び分枝型）＝メタクリラート

・ブタン－１－イル＝ドデカン－１－イル＝トリチオカルボナート・

２－（ジメチルアミノ）エチル＝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（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）－３２１３
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６７６０ ５，５′－カルボニルビス（イソベンゾフラン－１，３－ジオン）・

１Ｈ，３Ｈ－フロ［３，４－ｆ］イソベンゾフラン－１，３，５，７

－テトラオン・４，４′－オキシジアニリン・１，４－フェニレンジ

アミン・４，４′－［プロパン－２，２－ジイルビス（４，１－フェ

ニレンオキシ ）］ ジアニリン重縮合物（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）－３２０５

６７６１ ［５，５′－ビイソベンゾフラン］－１，１′，３，３′－テトラオ

ン・４，４′－［プロパン－２，２－ジイルビス（４，１－フェニレ

ンオキシ ）］ ジアニリン重縮合物（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）－３２０６

６７６２ １－クロロ－１，２，２－トリフルオロエテン・エトキシエテン・２

－メチル－２－（ビニルオキシ）プロパン・ビニル＝２，２－ジメチ

ルプロパノアート・４－（ビニルオキシ）ブタン－１－オール共重合

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）－３２１４
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６７６３ アクリル酸・ブタン－１－イル＝メタクリラート・１－モルホリノプ

ロパ－２－エン－１－オン・オクタデカン－１－イル＝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）－３２１５

６７６４ ［５，５′－ビイソベンゾフラン］－１，１′，３，３′－テトラオ

ン・２，２′－ジメチルベンジジン重縮合物（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）－３２０７

６７６５ アクリルアミド・ナトリウム＝アクリルアミドオキシダニド・ナトリ

ウム＝アクリラート共重合物（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 。）

（６）－３２１６

６７６６ アクリル酸・α－アルキル（Ｃ＝18～22、直鎖型及び分枝型）－ω－

（メタクリロイルオキシ）ポリ（ｎ＝20～30）（オキシエチレン）・

メタクリル酸・メチル＝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 。）

（７）－３２０８

６７６７ （ベンジル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物）のオキシラン

－２－イルメチル＝メタクリラート部分付加物（水及び酸に不溶であ

（６）－３２１７
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り分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であり、分子構造中に

オキシラン環を含まないものに限る 。）

６７６８ アクリル酸・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＝アクリラート・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）－３２１８

６７６９ アクリル酸・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（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）－３２１９

６７７０ ［ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合物のクロロメ

チル化物（環置換に限る。）］とＮ－（２－アミノエチル）エチレンジ

アミンの反応生成物（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

。）

（６）－３２２０

６７７１ ｛［ ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合物のクロロ

メチル化物（環置換に限る。）］のＮ，Ｎ－ビス（カルボキシメチル）

（６）－３２２１
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アミノ化物｝のナトリウム塩（架橋構造）（数平均分子量が 1,000 以

上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒及びアルカリに不溶であるものに

限る 。）

６７７２ アクリル酸・ブタン－１－イル＝アクリラート・ｔｅｒｔ－ブチル＝

アクリラート・２－（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート・Ｎ

－［３－（ジメチルアミノ）プロパン－１－イル］メタクリルアミド

・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）－３２２２

６７７３ ビフェニル－４，４′－ジオール・４，４′－（エタン－１，１－ジ

イル）ジフェノール・ホスゲン重縮合物の両末端４－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）－３２０９

６７７４ ビフェニル－４，４′－ジオール・４，４′－（シクロヘキサン－１

，１－ジイル）ジフェノール・α－ ｛［ ３－（４－ヒドロキシ－３－

メトキシフェニル）プロパン－１－イル］（ジメチル）シリル｝－ω

－［３－（４－ヒドロキシ－３－メトキシフェニル）プロパン－１－

イル］ポリ［オキシ（ジメチルシランジイル ）］ ・ホスゲン重縮合物

（７）－３２１０
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の両末端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 。）

６７７５ ２－ヒドロキシ－５－ホルミル安息香酸メチル （３）－４６４０

６７７６ ２－（４－メチル－１，３－チアゾール－５－イル）エチル＝アセタ

ート

（５）－６９７５

６７７７ ５－アミノ－４－オキソペンタン酸のリン酸塩 （２）－４１２４

６７７８ テトラナトリウム＝２，２′－イミノジスクシナート （２）－４１２５


