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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 六 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 石 原 伸 晃 

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 

６７７９ １ ５ ，３ ５ ，５ ５ ，７ ５ －テトラ－ｔｅｒｔ－ブチル－２，２，４，

４，６，６，８，８－オクタオキソ－２λ ６ ，４λ ６ ，６λ ６ ，８λ

（５）－６９７６ 
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６ －テトラチア－１，３，５，７（１，３）－テトラベンゼナシクロ

オクタファン－１ ２ ，３ ２ ，５ ２ ，７ ２ －テトラオールを主成分

（90％以上）とする、１ ５ ，３ ５ ，５ ５ ，７ ５ －テトラ－ｔｅｒｔ－

ブチル－２，２，４，４，６，６，８，８－オクタオキソ－２λ ６ ，

４λ ６ ，６λ ６ ，８λ ６ －テトラチア－１，３，５，７（１，３）－

テトラベンゼナシクロオクタファン－１ ２ ，３ ２ ，５ ２ ，７ ２ －テト

ラオール及び１ ５ ，３ ５ ，５ ５ ，７ ５ ，９ ５ ，11 ５ ，13 ５ ，15 ５ －オ

クタ－ｔｅｒｔ－ブチル－２，２，４，４，６，６，８，８，10，

10，12，12，14，14，16，16－ヘキサデカオキソ－２λ ６ ，４λ ６ ，

６λ ６ ，８λ ６ ，10λ ６ ，12λ ６ ，14λ ６ ，16λ ６ －オクタチア－

１，３，５，７，９，11，13，15（１，３）－オクタベンゼナシクロ

ヘキサデカファン－１ ２ ，３ ２ ，５ ２ ，７ ２ ，９ ２ ，11 ２ ，13 ２ ，15

２ －オクタオールの混合物 

６７８０ ３－メトキシ－Ｎ，Ｎ－ジメチルプロパンアミド （２）－４１２６ 

６７８１ ３－ブトキシ－Ｎ，Ｎ－ジメチルプロパンアミド （２）－４１２７ 

６７８２ アクリルアミド・アクリル酸・アクリロニトリル・ブタン－１－イル （６）－３２２４ 
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＝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 。）  

６７８３ アクリルアミド・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・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）－３２２５ 

６７８４ アクリルアミド・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・２－メトキシ

エチル＝アクリラート・メチル＝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）－３２２６ 

６７８５ 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・２－メトキシエチル＝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）－３２２７ 
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のに限る 。）  

６７８６ イソフタル酸・２，２′－ジメチル－４，４′－（プロパン－２，２

－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・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）－３２１１ 

６７８７ Ｎ－（２－アミノエチル）エチレンジアミン、［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 ］、 ４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノ

ール及び無水酢酸の反応生成物（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）－３２１２ 

６７８８ 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

＝メタクリラート共重合物とその片末端及び両末端ドデカン－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）－３２２８ 
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６７８９ 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・α－メタクリロイル－ω－メトキシポリ（オキ

シエチレン）・４－メチルスチレン・１－ビニル－１Ｈ－イミダゾー

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 。）  

（７）－３２１３ 

６７９０ ２，３－ジヒドロキシプロパン－１－イル＝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・α－ヒドロ－ω－（アク

リロイルオキシ）ポリ（ｎ＝１～５）［オキシ（１－オキソヘキサン

－１，６－ジイル ）］ ・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）－３２１４ 

６７９１ アクリル酸・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－ヒドロキシプロパン－１－イル＝アクリラー

ト・メチル＝メタクリラート・スチレン・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）－３２２９ 
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６７９２ 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・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（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含

有率が１％以下であるものに限る 。）  

（６）－３２３０ 

６７９３ 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

－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・Ｎ－（ヒドロキシメチ

ル）メタクリルアミド・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（水、酸及びアルカリに不

溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限

る 。）  

（６）－３２３１ 

６７９４ 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・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラー

ト・メタクリルアミド・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

（６）－３２３２ 
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の成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）  

６７９５ ヘキサヒドロ－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 。） （水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満

の成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）  

（７）－３２１５ 

６７９６ ４，４′－（ビフェニル－４，４′－ジイルジオキシ）ジアニリン・

ヘキサヒドロ－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′－（１，４－フェニレンジプ

ロパン－２，２－ジイル）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）－３２１６ 

６７９７ ［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１－デオキシ－１－（メチルアミノ）

－Ｄ－グルシトールの反応生成物（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

（６）－３２３３ 
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であるものに限る 。）  

６７９８ 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・メチル＝メタクリラー

ト・ビニル＝アセタート共重合物（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）－３２３４ 

６７９９ アクリロニトリル・１，４－ジビニルベンゼン・４－エチルスチレ

ン・ビニルベンゼンスルホン酸共重合物（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

溶であるものに限る 。）  

（６）－３２３５ 

６８００ アジポヒドラジド・Ｎ－（２－アミノエチル）エチレンジアミン・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・２，２－ビス（ヒドロキシメチル）ブタン酸・α－ヒド

ロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシブタン－１，４－ジイル）・α－ヒ

ドロ－ω－ヒドロキシ－ポリ［オキシブタン－１，４－ジイル／オキ

シ（メチルエチレン ）］ ・５－イソシアナト－１－（イソシアナトメ

（７）－３２１７ 
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チル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・２，２，４－トリ

メチルヘキサン－１，６－ジイルジアミン・２，４，４－トリメチル

ヘキサン－１，６－ジイルジアミン重付加物の末端２，２′－イミノ

ジエタノール又は２－ヒドロキシエチル＝アクリラート付加物（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 。）  

６８０１ ２－（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・メチル＝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）－３２３６ 

６８０２ 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′－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）－３２１８ 
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６８０３ ４，４′－ ［（ ２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジイル）ジオキ

シ］ジアニリン・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・３，４′－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）－３２１９ 

６８０４ ポリ （｛ ２－［２－（アクリロイルオキシ）エトキシ］エトキシ｝エ

チレン／オキソラン－２，３－ジイル／オキソラン－３，２－ジイ

ル）（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含

有率が１％以下であるものに限る 。）  

（６）－３２３７ 

６８０５ アクリル酸・Ｎ－ベンジルマレイミド・メチルスチレン共重合物のメ

タクリル酸＝２，３－エポキシプロピルによる部分エステル化物

（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）－３２３８ 

６８０６ アクリル酸・１，１－ジクロロエテン・メタクリル酸メチル・メタク

リロニトリル共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量

（６）－３２３９ 
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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 。）  

６８０７ 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－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＝４～10）（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の脱（エタノール及びメタ

ノール）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）－３２２０ 

６８０８ アクリル酸＝オクタデシル・１，１－ジクロロエテン・メタクリル酸

＝２，３－エポキシプロピル・メタクリル酸＝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

クリル酸＝２－ヒドロキシエチル共重合物（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％以下であり、分子構

造中のメタクリル酸＝２，３－エポキシプロピルの含有率が６重量％

以下であるものに限る 。）  

（６）－３２４０ 
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６８０９ ブタン－１－イル＝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・オキシラン－２－イルメチル＝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

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 。）  

（６）－３２４１ 

６８１０ ２，２′－ジメチル－４，４′－（９Ｈ－フルオレン－９，９－ジイ

ル）ジフェノール・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・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）－３２２１ 

６８１１ 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・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・２，２′，６，６′－テトライソプロピ

（７）－３２２２ 
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ル－４，４′－メチレンジアニリン・２，２′，６－トリイソプロピ

ル－６′－プロパン－１－イル－４，４′－メチレンジアニリン重縮

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 。）  

６８１２ ビフェニル－４，４′－ジオール・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（ｎ＝10～ 1,000 ）［オキシ（ジメチルシランジイ

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－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）－３２２３ 

６８１３ アクリルアミド・アクリル酸・ブタ－１，３－ジエン・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）－３２４２ 

６８１４ カリウム＝メタノラート （２）－４１２８ 
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６８１５ α，α′－（２，２′，３，３′，５，５′－ヘキサメチルビフェニ

ル－４，４′－ジイル）ビス｛ω－ヒドロキシポリ［オキシ（３，５

－ジメチル－１，４－フェニレン）］｝ 

（７）－３２２４ 

６８１６ １－［（｛１－［９－エチル－６－（２－メチルベンゾイル）－９Ｈ－

カルバゾール－３－イル］エチリデン｝アミノ）オキシ］エタノンを

主成分とする、 ［（ アセチル＝クロリド、９－エチル－９Ｈ－カルバ

ゾール及び２－メチルベンゾイル＝クロリドの反応生成物）のヒドロ

キシアンモニウム＝クロリドによるアセチル基の部分オキシム化物］

のヒドロキシ基の部分アセチル化物 

（５）－６９７７ 

６８１７ ２，２′－ジアリル－４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフ

ェノールと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 ）］ 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）－３２２５ 

６８１８ ［５，５′－ビイソベンゾフラン］－１，１′，３，３′－テトラオ

ン・４，４′－オキシジアニリン・４，４′－（１，４－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

（７）－３２２６ 



15 
 

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 。）  

６８１９ ポリ（ｎ＝２～10）グリセリンへの３，６－ジメチル－１，４－ジオ

キサン－２，５－ジオン及びオキセパン－２－オン開環重合物（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）－３２２７ 

６８２０ 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・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）－３２４３ 

６８２１ アクリルアミド・アクリル酸・ブタ－１，３－ジエン・２－ヒドロキ

シエチル＝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）－３２４４ 

６８２２ アクリル酸・ブタ－１，３－ジエン・２－ヒドロキシエチル＝メタク （６）－３２４５ 
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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 。）  

６８２３ アクリル酸・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・ブタン－１－イル＝アクリラート・４

－イソプロペニルフェノール・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、酸及びアルカリに

不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに

限る 。）  

（６）－３２４６ 

６８２４ アクリル酸オクタデシル・２，４，６－トリス（アリルオキシ）トリ

アジン・メタクリル酸＝２－（３，５－ジメチルピラゾール－１－カ

ルボキサミド）エチル・メタクリル酸＝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）－３２４７ 

６８２５ アクリル酸・α－［４－アルキル（Ｃ＝９；直鎖及び分岐を含む 。） （７）－３２２８ 
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－２－（プロパ－１－エン－１－イル）フェニル］－ω－ヒドロキシ

ポリ（オキシエチレン）・スチレン・４－ビニルベンゼンスルホン酸

ナトリウム・メタクリル酸・メタクリル酸メチ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 。）  

６８２６ （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）－３２２９ 

６８２７ （｛ ビス（４－イソシアナトシクロヘキサン－１－イル）メタン・

［２，２′－イミノジエタノール・１，６－ジイソシアナトヘキサ

ン・α－ヒドロ－ω－メトキシポリ（ｎ＝５～25）（オキシエチレ

ン）重付加物（末端ヒドロキシ基 ）］ ・α－［５－ヒドロキシペンタ

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＝５～15）（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

（７）－３２３０ 
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ル）重付加物（両末端イソシアナト基 ）｝ ・Ｎ－｛３－［ジメトキシ

（メチル）シリル］プロパン－１－イル｝エチレンジアミン・ヘキサ

ン－１，６－ジイルジアミン重付加物）の脱メタノール反応生成物

（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 。）  

６８２８ ３－（３－アミノフェノキシ）－Ｎ－｛３－［３－（３－アミノフェ

ノキシ）フェノキシ］フェニル｝アニリン・３，３′－（１，３－フ

ェニレンジオキシ）ジアニリン・４，４′－［プロパン－２，２－ジ

イルビス（４，１－フェニレンオキシ ）］ ビス（イソベンゾフラン－

１，３－ジオン）・４，５′－［プロパン－２，２－ジイルビス

（４，１－フェニレンオキシ ）］ ビス（イソベンゾフラン－１，３－

ジオン）・５，５′－［プロパン－２，２－ジイルビス（４，１－フ

ェニレンオキシ ）］ ビス（イソベンゾフラン－１，３－ジオン）・

｛４，４′－［プロパン－２，２－ジイルビス（４，１－フェニレン

オキシ ）］ ビス（イソベンゾフラン－１，３－ジオン）のメチルアミ

ン縮合物｝・｛４，５′－［プロパン－２，２－ジイルビス（４，１

（７）－３２３１ 
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－フェニレンオキシ ）］ ビス（イソベンゾフラン－１，３－ジオン）

のメチルアミン縮合物｝・｛５，５′－［プロパン－２，２－ジイル

ビス（４，１－フェニレンオキシ ）］ ビス（イソベンゾフラン－１，

３－ジオン）のメチルアミン縮合物｝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 。）  

６８２９ ブチル＝アクリラート・デカ－１－エン・フラン－２，５－ジオン・

マレイン酸・メタクリル酸・スチレン共重合物と２－（２－エトキシ

エトキシ）エタノール及び２－メチルプロパン－１－オールの部分エ

ステル化物（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）－３２４８ 

６８３０ 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＝アクリラート共重合物の２－イソシアナトエチル＝メタクリラー

ト部分付加物（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）－３２４９ 

６８３１ ４，４′－（シクロヘキサン－１，１－ジイル）ジフェノール・α－ （７）－３２３２ 
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［３－（２－ヒドロキシフェニル）プロパン－１－イル（ジメチル）

シリル］－ω－［３－（２－ヒドロキシフェニル）プロパン－１－イ

ル］ポリ［オキシ（ジメチルシランジイル ）］ ・ホスゲン重縮合物の

両末端α－［３－（２－ヒドロキシフェニル）プロパン－１－イル

（ジメチル）シリル］－ω－メチルポリ［オキシ（ジメチルシランジ

イル ）］ エステル化物（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 。）  

６８３２ ４－［２－（アクリロイルオキシ）エトキシ］フェニル＝４－｛４－

［（ ３－エチルオキセタン－３－イル）メトキシ］ブトキシ｝ベンゾ

アート・ビフェニル－４－イル＝４－［２－（アクリロイルオキシ）

エトキシ］ベンゾアート・ブタン－１－イル＝アクリラート・４′－

シアノビフェニル－４－イル＝４－［２－（アクリロイルオキシ）エ

トキシ］ベンゾアート共重合物（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）－３２５０ 

６８３３ 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

－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシプロパ

（６）－３２５１ 
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ン－１－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシプロパン－１－イル＝

メタクリラート・メチル＝メタクリラート・２－（２－オキソイミダ

ゾリジン－１－イル）エチル＝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 。）  

６８３４ ブタン－１－イル＝アクリラート・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・スチレン・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）－３２５２ 

６８３５ 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・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）－３２５３ 

６８３６ ４－（１－エトキシエトキシ）スチレン・スチレン・４－ビニルフェ

ノール共重合物（水及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成

（６）－３２５４ 
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分の含有率が１％以下であるものに限る 。）  

６８３７ ３－ ｛［ 12－（アセチルオキシ）オクタデカノイル］オキシ｝プロパ

ン－１，２－ジイル＝ジアセタート及び２－ ｛［ 12－（アセチルオキ

シ）オクタデカノイル］オキシ｝プロパン－１，３－ジイル＝ジアセ

タートを主成分とする、無水酢酸、グリセリン及び水素添加ヒマシ油

のエステル化反応生成物 

（２）－４１２９ 

６８３８ ３－（４－メトキシフェニル）－２－メチルプロパナール （３）－４６４１ 

６８３９ （イソプレン重合物の両末端ヒドロキシ化物）の水素化物 （６）－３２５５ 

６８４０ ２－ （｛ ４－アミノ－６－ ［（ ２－アミノエチル）アミノ］－１，

３，５－トリアジン－２－イル｝アミノ）ベンゼン－１，４－ジスル

ホン酸、アンモニア、｛［（クロロスルホニル）－１，８，15（又は

１，８，18、１，11，15、１，18，22）－トリアザフタロシアニン－

29，31－ジイド－κ ４ Ｎ 29 ，Ｎ 30 ，Ｎ 31 ，Ｎ 32 ］銅（Ⅱ ）、 ［モノ

（又はジ）（クロロスルホニル）－１，８（又は１，11、１，15、

１，18、１，25）－ジアザフタロシアニン－29，31－ジイド－κ ４ Ｎ

29 ，Ｎ 30 ，Ｎ 31 ，Ｎ 32 ］銅（Ⅱ ）、 ［モノ（又はジ、トリ）（クロロ

（５）－６９７８ 
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スルホニル）－１－アザフタロシアニン－29，31－ジイド－κ ４ Ｎ

29 ，Ｎ 30 ，Ｎ 31 ，Ｎ 32 ］銅（Ⅱ）及び［モノ（又はジ、トリ、テト

ラ）（クロロスルホニル）フタロシアニン－29，31－ジイド－κ ４ Ｎ

29 ，Ｎ 30 ，Ｎ 31 ，Ｎ 32 ］銅（Ⅱ）の混合物｝及び塩化ナトリウムの反

応生成物 

６８４１ ジナトリウム＝（２，２，３，３，４，４，５，５－オクタフルオロ

ペンタン－１－イル）ナフタレンジスルホナートを主成分とする、ナ

フタレンモノ（又はジ、トリ）スルホン酸と２，２，３，３，４，

４，５，５－オクタフルオロペンタン－１－オールの反応生成物のナ

トリウム塩 

（４）－１９６０ 

６８４２ ナトリウム＝３－（アリルオキシ）－２－ヒドロキシプロパン－１－

スルホナートを主成分（90％以上）とする、２－ ［（ アリルオキシ）

メチル］オキシランと亜硫酸水素ナトリウムの反応生成物 

（２）－４１３０ 

６８４３ シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・29－ヒドロキシ－23，

26－ジメチル－３，６，９，12，15，18，21，24，27－ノナオキサト

リアコンタン－１－イル＝メタクリラート・イソブチル＝メタクリラ

（６）－３２５６ 
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ート・メチルスチレン・メチル＝メタクリラート・１－ビニル－１Ｈ

－イミダゾール共重合物の片末端ｔｅｒｔ－ブトキシ又は（２－エチ

ルヘキサノイル）オキシ化物（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 。）  

６８４４ ２－エチルヘキシル＝アクリラート・29－ヒドロキシ－23，26－ジメ

チル－３，６，９，12，15，18，21，24，27－ノナオキサトリアコン

タン－１－イル＝メタクリラート・イソブチル＝メタクリラート・メ

チルスチレン・１－ビニル－１Ｈ－イミダゾール共重合物の末端ｔｅ

ｒｔ－ブトキシ又はベンゾイルオキシ化物（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）－３２５７ 

６８４５ （ブタン－１－イル＝アクリラート・３，６，９，12，15，18，21，

24，27，30，33－ウンデカオキサテトラトリアコンタン－１－イル＝

アクリラート共重合物の片末端１－フェニルエチル化物）と［４－ビ

ニルピリジン重合物の片末端（２，６－ジエチル－２，３，６－トリ

メチル－４－オキソピペリジン－１－イル）オキシ化物］のブロック

（６）－３２５８ 
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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 。）  

６８４６ ２，２′－ジメチル－２，２′－ジアゼンジイルジプロパンニトリル

及びジメチル＝２，２′－ジメチル－２，２′－ジアゼンジイルジプ

ロパノアートを開始剤とする、（シクロヘキサン－１－オール、フラ

ン－２，５－ジオン、２－イソブトキシエタノール及び水の反応生成

物）・フラン－２，５－ジオン・スチレン共重合物の末端ドデカン－

１－チオール付加物（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）－３２５９ 

６８４７ 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

－（２－イソシアナトプロパン－２－イル）－３－イソプロペニルベ

ンゼン・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）－３２６０ 

６８４８ アクリル酸・ブタン－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・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重

（６）－３２６１ 
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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 。）  

６８４９ ２－（アクリロイルオキシ）エチル＝水素＝スクシナート・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）－３２６２ 

６８５０ ブタン－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・２，２，２－トリフルオロエチル＝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）－３２６３ 

６８５１ アクリル酸・アンモニウム＝α－［１－（アリルオキシ）ドデカン－

２－イル］－ω－（スルホナトオキシ）ポリ（ｎ＝１～30）（オキシ

エチレン）・アンモニウム＝α－［１－（アリルオキシ）テトラデカ

ン－２－イル］－ω－（スルホナトオキシ）ポリ（ｎ＝１～30）（オ

キシエチレン）・ジビニルベンゼン・２－エチルヘキサン－１－イル

＝アクリラート・エチルスチレン・メチル＝メタクリラート共重合物

（７）－３２３３ 
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（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 。）  

６８５２ アクリルアミド・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）－３２６４ 

６８５３ シクロヘキサン－１，４－ジイルジメタノール・テレフタル酸・２，

２，４，４－テトラメチルシクロブタン－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）－３２３４ 

６８５４ アクリルアミド・ブタ－１，３－ジエン・メタクリル酸・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）－３２６５ 

６８５５ アクリル酸・ブタ－１，３－ジエン・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・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

（６）－３２６６ 
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有率が１％以下であるものに限る 。）  

６８５６ クロロエテン・１，１－ジクロロエテン・メタクリル酸・メタクリル

酸＝２，３－エポキシプロピル共重合物（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％以下であり、分子構造

中のメタクリル酸＝２，３－エポキシプロピルの含有率が８重量％以

下であるものに限る 。）  

（６）－３２６７ 

６８５７ ［（ ブタ－１，３－ジエン重合物）・１，３，５－トリアリル－１，

３，５－トリアジナン－２，４，６－トリオン共重合物］と ［（ 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・２－フェノキシエチル＝アクリ

ラート共重合物］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

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）－３２６８ 

６８５８ メタクリルアミド・メチル＝メタクリラート共重合物の分子内イミド

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

（６）－３２６９ 
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有率が１％以下であるものに限る 。）  

６８５９ メタクリルアミド・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）－３２７０ 

６８６０ アクリル酸・α－｛１－（アリルオキシ）－３－［アルキル（Ｃ＝

９、直鎖型及び分枝型）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－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（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）－３２３５ 

６８６１ アクリル酸・ ｛［ 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（ｎ＝１～ 100 ）（オキシエチレン）を主成分とする、

｛アルカノール（Ｃ＝10～14、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・ブタン－１－イル＝アクリラート・シ

（７）－３２３６ 
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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・ト

リエトキシ（ビニル）シラン・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 。）  

６８６２ ブタン－１－イル＝アクリラート・エチレン＝ジメタクリラート・メ

チル＝メタクリラート・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（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）－３２７１ 

６８６３ ３－ヒドロキシ－２，２－ジメチルプロパン－１－イル＝３－ヒドロ

キシ－２，２－ジメチルプロパノアート・｛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）と［アルカン（Ｃ＝２～20、直鎖型）ポ

リオール・オキセパン－２－オン重付加物］のエステル交換反応生成

（７）－３２３７ 
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物｝・２－ヒドロキシプロパン－１－イル＝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 。）  

６８６４ ３，５－ジアミノ安息香酸・シクロブタ［１，２－ｃ：３，４－

ｃ′］ジフラン－１，３，４，６（３ａＨ，３ｂＨ，６ａＨ，６ｂ

Ｈ）－テトラオン・５，11－ジオキサテトラシクロ［７．３．１．１

３ ， ７ ．０ ２ ， ８ ］テトラデカン－４，６，10，12－テトラオン・４

－｛４－［４′－ペンタン－１－イル－１，１′－ビ（シクロヘキシ

ル）－４－イル］フェノキシ｝－１，３－フェニレンジアミン重縮合

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）－３２３８ 

６８６５ 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］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）－３２７２ 
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６８６６ （４－ホルミルフェニル）ボロン酸 （３）－４６４２ 

６８６７ ジイソペンチル＝カルボナート （２）－４１３１ 

６８６８ Ｎ，Ｎ′－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－３，３′－ジオキソ

－２，２′－ ［（ ３，３′－ジクロロビフェニル－４，４′－ジイ

ル）ビス（ジアゼンジイル ）］ ジブタンアミドを主成分（50％以上）

とする、［３，３′－ジクロロベンジジン二塩酸塩、Ｎ－（２，４－

ジメチルフェニル）－３－オキソブタンアミド及びカリウム＝４－

（３－オキソブタンアミド）ベンゼンスルホナートのアゾカップリン

グ反応生成物］とそのアルミニウム塩及びカルシウム塩の混合物 

（４）－１９６１ 

６８６９ （｛ ヘキサン－１，６－ジオールと［１，６－ジイソシアナトヘキサ

ン重合物（環状３量体を主成分とする、３、５、７、９、11量体 ）］

の反応生成物｝と３－ヒドロキシ－２，２－ジメチルプロパン酸の反

応生成物）のＮ－ヒドロキシブタン－２－イミン付加物 

（７）－３２３９ 

６８７０ α－ヒドロ－ω－（１－シアナトナフチル）ポリ ［（ １－シアナトナ

フタレンジイル）メチレン－１，４－フェニレンメチレン］を主成分

（90％以上）とする、α－ヒドロ－ω－（１－ヒドロキシナフチル）

（７）－３２４０ 
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ポリ ［（ １－ヒドロキシナフタレンジイル）メチレン－１，４－フェ

ニレンメチレン］のクロロメタンニトリル（又はブロモメタンニトリ

ル）によるシアナト化反応生成物 

６８７１ デカン－１，10－ジイルジアミン・ヘキサン－１，６－ジイルジアミ

ン・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）－３２４１ 

６８７２ アクリロニトリル・スチレン・４－ビニルベンゼンスルホン酸カリウ

ム共重合物（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）－３２７３ 

６８７３ ２－（１，１，２，２，３，３，４，４，４－ノナフルオロ－Ｎ－メ

チルブタン－１－スルホンアミド）エチル＝アクリラート、オクタデ

カン－１－イル＝アクリラート及び｛３－スルファニルプロパン酸と

［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 。） を還元して得られるダイマージ

オール］の反応生成物｝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

（７）－３２４２ 
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る 。）  

６８７４ ３，５－ビス（１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロ－２－ヒド

ロキシプロパン－２－イル）シクロヘキサン－１－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・１－

（７－オキサビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル）シクロペ

ンタン－１－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）－３２７４ 

６８７５ ヘキサコサ－１－エン・オクタコサ－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）－３２７５ 

６８７６ １－メチルシクロペンタン－１－イル＝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・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

（６）－３２７６ 
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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 。）  

６８７７ ｔｅｒｔ－ブチル＝メタクリラート・エチレン＝ジメタクリラート・

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）－３２４３ 

６８７８ アクリロニトリル・エチルスチレン・ジビニルベンゼン・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）－３２７７ 

６８７９ ２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・２－（メタクリロイ

ルオキシ）エチル＝水素＝シクロヘキサン－１，２－ジカルボキシラ

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・ｔｅｒｔ－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）－３２７８ 

６８８０ α－ ｛［ ω－アミノアルキル（Ｃ＝１～５、直鎖型 ）］ （ジメチル） （７）－３２４４ 
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シリル｝－ω－［ω－アミノアルキル（Ｃ＝１～５、直鎖型 ）］ ポリ

（ｎ＝５～25）［オキシ（ジメチルシランジイル ）］ ・α－アミノ－

ω－ ［（ ２－アミノプロパン－１－イル）又は（１－アミノプロパン

－２－イル ）］ 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・ジイソシアナトトルエン・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・４，

４′－メチレンビス（シクロヘキサン－１－イルアミン）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 。）  

６８８１ 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－（２－エトキシエトキシ）エチル＝アクリラー

ト・エチル＝アクリラート・イソプロペニルベンゼン・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）－３２７９ 

６８８２ ２－（２－エトキシ－２－オキソエトキシ）－２－オキソエチル＝エ （３）－４６４３ 
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チル＝フタラート 

６８８３ Ｎ－アセチルノイラミン酸 （５）－６９７９ 

６８８４ １，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－イル＝ドコサノ

アートを主成分（80％以上）とする、アルカン酸（Ｃ＝18，20，22，

24、直鎖型）と１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－

オールの反応生成物 

（５）－６９８０ 

６８８５ ２－（アセトアセチルオキシ）エチル＝メタクリラート・α－アクリ

ロイル－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）・３－クロロ－２－

ヒドロキシプロピル＝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・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・［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・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＝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）－３２４５ 

６８８６ アクリル酸ブチル・アクリロニトリル・ブタ－１，３－ジエン・メタ （６）－３２８０ 
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クリル酸共重合物（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 。）  

６８８７ アクリル酸・ブタ－１，３－ジエン・フマル酸・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）－３２８１ 

６８８８ （アジピン酸・ブタン－１，４－ジオール重縮合物）・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－２，２－ジイ

ル）ジフェノールの２－メチルオキシラン重付加物］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）－３２４６ 

６８８９ （アジピン酸・ヘキサン－１，６－ジオール・イソフタル酸重縮合

物）・ビス（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・２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－

（７）－３２４７ 
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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－２，２－ジイル）ジ

フェノールの２－メチルオキシラン重付加物］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 。）  

６８９０ 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・イソブチル＝メタクリラート・メタクリル酸

共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分

の含有率が１％以下であるものに限る 。）  

（６）－３２８２ 

６８９１ 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）－３２８３ 

６８９２ １－メチルシクロペンタン－１－イル＝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・５－［３，３，３－トリフルオロ－２－ヒドロキ

（６）－３２８４ 
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シ－２－（トリフルオロメチル）プロパン－１－イル］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 。）  

６８９３ アクリル酸・ブタン－１－イル＝アクリラート・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）－３２８５ 

６８９４ ブタン－１－イル＝メタクリラート・ジブタン－１－イル＝フマラー

ト・ジイソブチル＝フマラート・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、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率

が１％以下であるものに限る 。）  

（６）－３２８６ 

６８９５ 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・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・

（６）－３２８７ 
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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 。）  

６８９６ 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・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・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）－３２８８ 

６８９７ アクリル酸・アクリロニトリル・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・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２重量％

以下であるものに限る 。）  

（６）－３２８９ 

６８９８ アクリル酸・ブタン－１－イル＝メタクリラート・シクロヘキサン－ （６）－３２９０ 
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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 。）  

６８９９ アクリル酸・アクリロニトリル・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）－３２９１ 

６９００ ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合物の臭素化物

（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）－３２９２ 

６９０１ ［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 。）］、 ジメチルアミン及びトリメチルアミン

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

（６）－３２９３ 
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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 。）  

６９０２ 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・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）－３２４８ 

６９０３ 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′－［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・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）－３２４９ 

６９０４ 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）・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・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）－３２５０ 
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６９０５ ブタン－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＝４－［アルキル（Ｃ＝11～14）オキシ］－１－

（アリルオキシ）－１，４－ジオキソブタン－２－スルホナート・ト

リエトキシ（ビニル）シラン共重合物（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）－３２９４ 

６９０６ 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・メタクリル酸共重合物の部分ナトリウム塩（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 。）  

（６）－３２９５ 

６９０７ アクリル酸＝２－エチルヘキシル・アクリル酸＝２－ヒドロキシプロ

ピル・アクリル酸ブチル・イソプロペニルベンゼン・スチレン・４－

ビニルベンゼンスルホン酸ナトリウム・メタクリル酸・メタクリル酸

ブチル・メタクリル酸メチル・２－メチリデンブタン二酸・２－メチ

ルプロパ－２－エン－１－スルホン酸ナトリウム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

（６）－３２９６ 
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限る 。）  

６９０８ カリウム＝プロピオナート （２）－４１３２ 

６９０９ カルシウム＝ジグリオキシラート （２）－４１３３ 

６９１０ メチル＝２－ ［（ ４－ ｛［ ６－（アクリロイルオキシ）ヘキサン－１

－イル］オキシ｝ベンゾイル）オキシ］－５－［（｛４－ ［（ ４－

｛［ ６－（アクリロイルオキシ）ヘキサン－１－イル］オキシ｝ベン

ゾイル）オキシ］ベンジリデン｝ヒドラゾノ）メチル］ベンゾアート 

（３）－４６４４ 

６９１１ アクリル酸・ブタン－１－イル＝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・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）－３２９７ 

６９１２ 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＝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 。）  

（６）－３２９８ 

６９１３ ジビニルベンゼン・エチルスチレン・メチル＝メタクリラート共重合 （６）－３２９９ 
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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 。）  

６９１４ アクリル酸・２－（アクリロイルオキシ）エチル＝水素＝フタラー

ト・６－｛［（アクリロイルオキシ）エトキシ］カルボニル｝－２（又

は３、４、５）－メチルシクロヘキサ－３－エン－１－カルボン酸・

ブタン－１－イル＝アクリラート・ （｛ １，３－ジオキソ－１，３－

ジヒドロ－イソベンゾフラン－５－カルボン酸とα－［２－（メタク

リロイルオキシ）エチル］－ω－ヒドロキシポリ（ｎ＝３～６）［オ

キシ（１－オキソヘキサン－１，６－ジイル ）］ のエステル化反応生

成物｝とオキシラン－２－イルメチル＝アルカノアート（Ｃ＝８～

16、分枝型）の付加反応生成物）・２－ヒドロキシプロパン－１，３

－ジイル＝２－ヒドロキシベンゾアート＝メタクリラート・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 。）  

（７）－３２５１ 

６９１５ 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・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラ

（６）－３３００ 
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ート・フラン－２，５－ジオン・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

のメタノールエステル化物（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 。）  

６９１６ ブタ－１，３－ジエン・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）－３３０１ 

６９１７ 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）－３３０２ 

６９１８ 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・［グリセリンと２－（クロロメチル）オキシランのモノ（又は

ジ、トリ）エーテル化物］のアクリル酸エステル化物・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・メチル＝メタクリラート共重合物（架橋構造）（水、酸及びアル

（６）－３３０３ 
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カリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下である

ものに限る 。）  

６９１９ １－ブタン－１－イル－１Ｈ－ピロール－２，５－ジオン重合物

（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）－３３０４ 

６９２０ ヘキサン－１，６－ジイルジアミン・トリ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）－３２５２ 

６９２１ アクリロニトリル・アクリルアミド・ブタン－１－イル＝アクリラー

ト・メタクリル酸・メチル＝アクリラート・Ｎ，Ｎ′－メチレンジア

クリルアミド・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）－３３０５ 

６９２２ アクリルアミド・アクリロニトリル・メタクリル酸・メチル＝アクリ

ラート・Ｎ，Ｎ′－メチレンジアクリルアミド・メチル＝メタクリラ

ート・スチレン共重合物（架橋構造）（数平均分子量が 1,000 以上で

（６）－３３０６ 
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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 。）  

６９２３ アクリロニトリル・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・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（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）－３３０７ 

６９２４ アクリルアミド・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・２－［トリシクロ［５．２．

１．０ ２ ， ６ ］デカ－３－エン－８（又は９）－イルオキシ］エチル

＝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）－３３０８ 

６９２５ 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＝メタクリラート・

（６）－３３０９ 
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オキシラン－２－イルメチル＝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 。）  

６９２６ 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 。）  

（６）－３３１０ 

６９２７ ２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・１－ビニル－２－ピロリドン

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）－３３１１ 

６９２８ １Ｈ，３Ｈ－フロ［３，４－ｆ］イソベンゾフラン－１，３，５，７

－テトラオン・１，４－フェニレンジアミン・３，３′－（１，３－

フェニレンジオキシ）ジアニリン・５，５′－スルホニルビス（イソ

（７）－３２５３ 
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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 。）  

６９２９ 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・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 。） （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）－３２５４ 

６９３０ アクリル酸・２－（ビフェニル－２－イルオキシ）エチル＝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）－３３１２ 

６９３１ アルカン（Ｃ＝14，15，16，17，18、直鎖型）－１－イルアミン・２

－アミノエタノール・［２－（クロロメチル）オキシラン・４，４′

－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重付加物］・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

（７）－３２５５ 
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ル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・オクタン－１－イル

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 。）  

６９３２ 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、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未

満の成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）  

（６）－３３１３ 

６９３３ クロロエテン・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）－３３１４ 

６９３４ α－アクリロイル－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）・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）－３２５６ 
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６９３５ α－アクリロイル－ω－（アクリロイルオキシ）ポリ（オキシエチレ

ン）・α－アクリロイル－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）・

２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・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

＝アクリラート共重合物とその末端２－スルファニルエタノール付加

物（架橋構造）（分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下である

ものに限る 。）  

（７）－３２５７ 

６９３６ 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、

４－ヒドロキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジノオキシ

ル、（イソプレン・２－メチルプロパ－１－エン共重合物）及び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）－３３１５ 

６９３７ アクリルアミド・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・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・２

（６）－３３１６ 
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－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・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（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３重量％以下であるものに限

る 。）  

６９３８ アクリル酸・アリル＝３－オキソブタノアート・ブタン－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（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）－３３１７ 

６９３９ 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＝アクリラート・２－メトキシエチル＝アクリラート・メチル＝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）－３３１８ 
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６９４０ 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）－３３１９ 

６９４１ 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）－３３２０ 

６９４２ エチレン＝ジメタクリラート・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

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）－３３２１ 

６９４３ 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・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－（２－ヒドロキシプロポキシ）プロパン－１－オール・α

－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエチレン ）］ ・α，

（７）－３２５８ 
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α′，α′′－プロパン－１，２，３－トリイルトリス｛ω－ヒドロ

キシポリ［オキシ（メチルエチレン）］｝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 。）  

６９４４ （｛ １－アダマンチルアミン、シクロマルトヘキサオース及び［α－

ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）の末端カルボン酸化

物］の反応生成物｝と２－メチルオキシランの反応生成物）へのオキ

セパン－２－オン重付加物［ロタキサン構造を主成分（95％以上）と

する 。］ （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）－３２５９ 

６９４５ α－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－ω－｛［（４－ｔｅｒｔ－ブ

チルフェノキシ）カルボニル］オキシ｝－ポリ［オキシカルボニルオ

キシ（２－メチル－１，４－フェニレン）－９Ｈ－フルオレン－９，

９－ジイル（３－メチル－１，４－フェニレン）／オキシカルボニル

オキシ－１，４－フェニレンシクロヘキサン－１，１－ジイル－１，

４－フェニレン］（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未

（７）－３２６０ 
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満の成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）  

６９４６ アクリル酸・ブタン－１－イル＝アクリラート・エテン共重合物、

（エテン・メタクリル酸共重合物と二水酸化マグネシウムの反応生成

物）及びマグネシウム＝ジステアラートの反応生成物（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）－３３２２ 

６９４７ １－ヒドロキシブタ－３－エン－２－イル＝アセタート及び２－ヒド

ロキシブタ－３－エン－１－イル＝アセタートの混合物 

（２）－４１３４ 

６９４８ ３－ホルミルプロパ－２－エン－１－イル＝アセタート （２）－４１３５ 

６９４９ ６，６－ジメチル－２－メチリデンビシクロ［３．１．１］ヘプタ

ン・フェノール・２，６，６－トリメチルビシクロ［３．１．１］ヘ

プタ－２－エン重付加物の水素化物 

（７）－３２６１ 

６９５０ アセナフチレン・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）－３３２３ 

６９５１ メタクリル酸＝１－エチルシクロペンチル・メタクリル酸＝５－オキ （６）－３３２４ 
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ソ－４，８－ジオキサトリシクロ［４．２．１．０ ３ ， ７ ］ノナン－

２－イル・メタクリル酸＝４，４－ジフルオロ－５－ヒドロキシ－３

－メチル－５－トリフルオロメチルオキソラン－３－イル・メタクリ

ル酸＝３－ヒドロキシトリシクロ［３．３．１．１ ３ ， ７ ］デカン－

１－イル共重合物（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 。）  

６９５２ （ｔｅｒｔ－ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタク

リラート共重合物の片末端３－スルファニルプロパン－１，２－ジオ

ール付加物）・１Ｈ，３Ｈ－フロ［３，４－ｆ］イソベンゾフラン－

１，３，５，７－テトラオン重付加物（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）－３２６２ 

６９５３ （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

物の片末端３－スルファニルプロパン－１，２－ジオール付加物）の

１，３－ジオキソ－１，３－ジヒドロイソベンゾフラン－５－カルボ

ン酸開環エステル化物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量

（６）－３３２５ 
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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 。）  

６９５４ α－フェニル－ω－ ［（ フェノキシカルボニル）オキシ］ポリ［オキ

シカルボニルオキシ（２－メチル－１，４－フェニレン）シクロヘキ

サン－１，１－ジイル（３－メチル－１，４－フェニレン ）］ （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）－３２６３ 

６９５５ 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・メチル＝メタクリラー

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）－３３２６ 

６９５６ アザシクロトリデカン－２－オン・デカン－１，10－ジイルジアミ

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）－３２６４ 

６９５７ ブタ－１，３－ジエン・Ｎ－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド・

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

（６）－３３２７ 
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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 。）  

６９５８ 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・メタクリル酸・メチル＝メタクリラ

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）－３３２８ 

６９５９ アクリロニトリル・ブタ－１，３－ジエン・メタクリル酸・メチル＝

メタクリラート・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）－３３２９ 

６９６０ 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＝アクリラート・エチルスチレン共重

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）－３３３０ 

６９６１ エチルスチレン・ジビニルベンゼン・スチレン共重合物のクロロメチ

ル化物（環置換に限る 。） （架橋構造）（数平均分子量が 1,000 以上

（６）－３３３１ 
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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 。）  

６９６２ ［ブタ－１，３－ジエン・２，４－ジフェニル－４－メチルペンタ－

１－エン・フマル酸・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（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。）］のカリウム及び

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）－３３３２ 

６９６３ ［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・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（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。）］のカリウム及び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）－３３３３ 
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６９６４ ［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・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（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。）］のカリウム及び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）－３３３４ 

６９６５ 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・スチレン共重合物の末端アルカン（Ｃ＝11～14、分枝

型）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 。）  

（６）－３３３５ 

６９６６ エテン・テトラフルオロエテン・３，３，４，４，５，５，６，６， （６）－３３３６ 
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７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクタ－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 。）  

６９６７ １，３－ジビニルベンゼン・１，４－ジビニルベンゼン・エチレン＝

ジメタクリラート・２－エチルスチレン・３－エチルスチレン・４－

エチルスチレン・スチレン・［３－（トリメトキシシリル）プロパン

－１－イル＝メタクリラートとその加水分解縮合物］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）－３２６５ 

６９６８ アクリル酸・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・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）－３３３７ 

６９６９ α－［１，１－ジフルオロ－２－（２－ヒドロキシエトキシ）エチ

ル］（又は｛１，１－ジフルオロ－２－［２－（２－ヒドロキシエト

キシ）エトキシ］エチル ｝） －ω－［１，１－ジフルオロ－２－（２

（７）－３２６６ 
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－ヒドロキシエトキシ）エトキシ］（又は｛１，１－ジフルオロ－２

－［２－（２－ヒドロキシエトキシ）エトキシ］エトキシ ｝） －ポリ

［オキシ（ジフルオロメチレン）／オキシ（ペルフルオロエチレ

ン ）］ とリン酸の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 。）  

６９７０ メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・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）－３３３８ 

６９７１ アクリル酸・エチルスチレン・オクタ－１，７－ジエン・ジビニルベ

ンゼン共重合物（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）－３３３９ 

６９７２ ３，３′－（１，１，３，３－テトラメチルジシロキサン－１，３－

ジイル）ビス（プロピルアミン）・３，３′－ ［（ １，３－フェニレ

ン）ジオキシ］ビス（フェニルアミン）・ベンゼン－１，２，４－ト

リカルボン酸－１，２－無水物重縮合物（ポリイミドに限る 。）

（７）－３２６７ 



65 
 

（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率

が１％以下であるものに限る 。）  

６９７３ 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、α－（２－エチルヘキサン－１－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 。）  

（７）－３２６８ 

６９７４ 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）・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）－３２６９ 

６９７５ アジピン酸・ヘキサン－１，６－ジイルジアミン・テレフタル酸重縮

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

（７）－３２７０ 
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る 。）  

６９７６ ２－ブロモアクリロニトリル・２，３－ジクロロブタ－１，３－ジエ

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）－３３４０ 

６９７７ 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・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（水、酸及びアル

カリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下である

ものに限る 。）  

（６）－３３４１ 

６９７８ 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

－アミノポリ（イミノエチレン）・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・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（架橋構造）（水及び酸に不溶であり分子量 1,000 未満の成分

（７）－３２７１ 
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の含有率が１％以下であるものに限る 。）  

６９７９ 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

－アミノポリ（イミノエチレン）・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・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－ジイルビス（１，４－フェニレン ）］ ビ

ス［ポリ（オキシエチレン ）］ ・水重付加物（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）－３２７２ 

６９８０ ビス［２，２，６，６－テトラメチル－１－（ウンデカン－１－イル

オキシ）－４－ピペリジル］＝カルボナート 

（５）－６９８１ 

６９８１ １，４－ビス（ジメチルシリル）ベンゼン・５－ビニルビシクロ

［２．２．１］ヘプタ－２－エン重付加物 

（７）－３２７３ 

６９８２ α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシブタン－１，４－ジイ （７）－３２７４ 
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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重付加物及びそのカリウム塩（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 。）  

６９８３ 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・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・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・メチル＝メタクリラ

ート・２－（ホスホノオキシ）エチル＝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）－３３４２ 

６９８４ （３－クロロ－２－ヒドロキシプロパン－１－イル）［２－（メタク

リロイルオキシ）エチル］（ジメチル）アンモニウム＝アセタート・

（６）－３３４３ 
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２－（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－エチルヘキサン－１－イル＝メタ

クリラート・イソブチル＝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 。）  

６９８５ ［５，５′－ビイソベンゾフラン］－１，１′，３，３′－テトラオ

ン・３，３′－［オキシビス（ジメチルシランジイル ）］ ジプロパン

－１－イルアミン・３，４′－オキシジアニリン・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）－３２７５ 

６９８６ アクリロニトリル・メタクリル酸・メタクリロニトリル・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）－３３４４ 

６９８７ ４－アミノフェノール・６－ヒドロキシ－２－ナフトエ酸・イソフタ

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

（７）－３２７６ 
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成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）  

６９８８ ［ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合物の臭素化物

（環置換に限る。）］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）－３３４５ 

６９８９ ｛［ 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。）］とエチル＝２－（ジメチルアミノ）ア

セタートの反応生成物｝の加水分解生成物（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）－３３４６ 

６９９０ ジビニルベンゼン・エチルスチレン・トリメチル［４－（４－ビニル

フェニル）ブタン－１－イル］アンモニウム＝クロリド共重合物（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）－３３４７ 

６９９１ ジビニルベンゼン・エチルスチレン・（２－ヒドロキシエチル）（ジ

メチル）［４－（４－ビニルフェニル）ブタン－１－イル］アンモニ

（６）－３３４８ 
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ウム＝クロリド共重合物（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 。）  

６９９２ 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・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）－３３４９ 

６９９３ ２－ （｛ ３－（アクリロイルオキシ）－２，２－ビス ［（ アクリロイ

ルオキシ）メチル］プロポキシ｝メチル）－２－ ［（ 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・２－

（｛ ３－（アクリロイルオキシ）－２，２－ビス ［（ アクリロイルオ

キシ）メチル］プロポキシ｝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｛［（スルフ

ァニルアセチル）オキシ］メチル｝プロパン－１，３－ジイル＝ビス

（スルファニルアセタート）重付加物（架橋構造）（数平均分子量が

（７）－３２７７ 
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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 。）  

６９９４ ２，２′－ジメチル－４，４′－（エタン－１，１－ジイル）ジフェ

ノール・４，４′－オキシ二安息香酸重縮合物（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）－３２７８ 

６９９５ ３－ヒドロキシブタノ－４－ラクトン （５）－６９８２ 

６９９６ ｛プロパン－１，２，３－トリイル＝トリス［アルカノアート（又は

アルケノアート）］｝（大豆油由来）のエポキシ化物、メタノール及び

水の反応生成物（数平均分子量が 1,400 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 。）  

（８）－６８ 4  

６９９７ ２，２′－ジメチル－２，２′－ジアゼンジイルジブタンニトリルを

開始剤とし、３－［ジメトキシ（メチル）シリル］プロパン－１－チ

オールを連鎖移動剤とする、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・オクタデカン－１－イル＝メタクリラ

（６）－３３５０ 
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ート共重合物 

６９９８ アクリル酸・アクリルアミド・｛アンモニウム＝α－｛１－（アリル

オキシ）－３－［アルキル（Ｃ＝10～14、直鎖型及び分枝型）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、直鎖型

及び分枝型）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｝・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－イル）ア

クリルアミド・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）－３２７９ 

６９９９ Ｎ－（３－アミノプロパン－１－イル）プロパン－１，３－ジイルジ

アミン・［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・（３－スルファニルプロパン－

１，２－ジオールを連鎖移動剤とする、メチル＝メタクリラート重合

（７）－３２８０ 
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物）重付加物］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 。）  

７０００ １，６－ジイソシアナトヘキサン・（ホルムアルデヒド・尿素重縮合

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・［４，４′－（プロパン－２，２－ジ

イル）ジフェノールの２－メチルオキシラン重付加物］・ナトリウム

＝１，４－ジヒドロキシブタン－２－イル＝スルフィット・尿素重付

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）－３２８１ 

７００１ アジピン酸・ブタン－１，４－ジイルジアミン・ヘキサン－１，６－

ジイルジアミン・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）－３２８２ 

７００２ ドデカン二酸・ヘキサン－１，６－ジイルジアミン・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）－３２８３ 
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７００３ ビス（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）・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・Ｎ－メチル－２，２′－イミノジエタノール重付加物と

ジメチル＝スルファートとの反応生成物（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）－３２８４ 

７００４ フラン－２，５－ジオン・水素添加ヒマシ油重付加物の末端アルカン

（Ｃ＝12～20、直鎖型）－１－オールエステル化物（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 。）  

（７）－３２８５ 

７００５ 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・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・オキシラン－２－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

（６）－３３５１ 
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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 。）  

７００６ 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＝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・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 。）  

（６）－３３５２ 

７００７ 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・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・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（水、酸及びアルカリ

に不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であり、分

（６）－３３５３ 
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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 。）  

７００８ 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・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・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・２，４，６－トリス（アリルオキシ）－１，３，５

－トリアジン共重合物（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 。）  

（６）－３３５４ 

７００９ アクリル酸・２－（４，４－ジメチルペンタン－２－イル）－５，

７，７－トリメチルオクタン－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－ヒドロキシプロパン－１

－イル＝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・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）－３３５５ 
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７０１０ ２－（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート・２－（３，５－ジ

メチル－１Ｈ－ピラゾール－１－カルボキサミド）エチル＝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

エチレン／オキシブタン－１，４－ジイル）・α－メタクリロイル－

ω－メトキシポリ（オキシエチレン）・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（分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％

以下であるものに限る 。）  

（７）－３２８６ 

７０１１ ブタン－１－イル＝アクリラート・Ｎ，Ｎ′－メチレンジアクリルア

ミド・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物（架橋構造）（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）－３３５６ 

７０１２ ２，３，３，３－テトラフルオロ－２－｛１，１，２，３，３，３－

ヘキサフルオロ－２－ ［（ １，１，２－トリフルオロアリル）オキ

シ］プロポキシ｝プロパン－１－オール・２，３，３，３－テトラフ

ルオロ－２－｛１，１，２，３，３，３－ヘキサフルオロ－２－

（６）－３３５７ 
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［（ １，１，２－トリフルオロアリル）オキシ］プロポキシ｝プロパ

ン－１－イル＝２－フルオロ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 。）  

７０１３ ２，３，３，３－テトラフルオロプロパ－１－エン （２）－４１３６ 

７０１４ （Ｅ）－１，３，３，３－テトラフルオロプロパ－１－エン （２）－４１３７ 

７０１５ ビフェニル－４，４′－ジイル＝テトラフェニル＝ジホスファートを

主成分（85％以上）とする、ビフェニル－４，４′－ジオール、フェ

ノール及び三塩化ホスホリルの反応生成物 

（４）－１９６２ 

７０１６ シクロブタ［１，２－ｃ：３，４－ｃ′］ジフラン－１，３，４，６

（３ａＨ，３ｂＨ，６ａＨ，６ｂＨ）－テトラオン・２，２′－ジメ

チルベンジジン重付加物（ポリアミド酸に限る 。）  

（７）－３２８７ 

７０１７ 二ヨウ化マグネシウム （１）－１２５０ 

７０１８ トリス［５－（アクリロイルオキシ）ペンタン－１－イル］＝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 ）］ トリベンゾアート 

（５）－６９８３ 

７０１９ α－アクリロイル－ω－（アクリロイルオキシ）ポリ（ｎ＝１～18） （７）－３２８８ 
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（オキシエチレン）・ブタン－１－イル＝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 。）  

７０２０ アリル＝メタクリラート・ブタン－１－イル＝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）－３３５８ 

７０２１ 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・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）－３３５９ 

７０２２ ｛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・［５，５′－ビイソベンゾフラ

ン］－１，１′，３，３′－テトラオン重付加物 ｝、 ２－ヒドロキシ

エチル＝アクリラート及び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％

（７）－３２８９ 
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以下であるものに限る 。）  

７０２３ 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 ）］ ・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）－３２９０ 

７０２４ 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 ［（ ３－アミノプロ

パン－１－イル）（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 ］｝ を連鎖移動剤と

する、クロロエテン・Ｎ－（２－メチル－４－オキソペンタン－２－

イル）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＝メタクリラート・ｒｅｌ－（１Ｒ，２

Ｒ，４Ｒ）－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

（７）－３２９１ 
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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 。）  

７０２５ ［２－（メタクリロイルオキシ）エチル］（ジメチル）アンモニウム

＝アセタート・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 未満の成分の含有率

が１％以下であるものに限る 。）  

（６）－３３６０ 

７０２６ （ｔｅｒｔ－ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合

物の片末端３－スルファニルプロパン－１，２－ジオール付加物）・

１Ｈ，３Ｈ－フロ［３，４－ｆ］イソベンゾフラン－１，３，５，７

－テトラオン重付加物（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）－３２９２ 

７０２７ ［５，５′－ビイソベンゾフラン］－１，１′，３，３′－テトラオ

ン・３，４′－オキシジアニリン・４，４′－オキシジアニリン・

４，４′－（１，４－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

（７）－３２９３ 
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媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る 。）  

７０２８ ２，２－ビス（ヒドロキシメチル）ブタン酸・ブタン－１，４－ジオ

ール・エチレンジアミン・エチレン＝グリコール・２－エチル－２－

（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール・α－ヒドロ－ω

－アミノポリ（ｎ＝２～６）（イミノエチレン）・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（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）－３２９４ 

７０２９ １－メチルシクロペンタン－１－イル＝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）－３３６１ 

７０３０ ２－（アクリロイルオキシ）エチル＝水素＝スクシナート・２－エチ （６）－３３６２ 
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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・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 。）  

７０３１ アクリル酸・アクリロニトリル・ブタ－１，３－ジエン・メチル＝メ

タクリラート・２－メチリデンコハク酸・スチレン共重合物とそのカ

リウム及びナトリウム混合塩（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）－３３６３ 

７０３２ （アクリル酸・α－ヒドロ－ω－ （｛ ３－［２－ヒドロキシ－３－

（メタクリロイルオキシ）プロポキシ］－３－オキソプロパン－１－

イル｝スルファニル）ポリ（フェニルエチレン）・α－ヒドロ－ω－

（メタクリロイルオキシ）ポリ［オキシ（メチルエチレン ）］ ・メタ

クリル酸・ナトリウム＝アクリラート・ナトリウム＝メタクリラー

ト・ ｛［ ポリ（オキシエチレン）の片末端フェニルエーテル化物］の

２－メチルオキシラン重付加物｝の末端メタクリル酸エステル化物・

（７）－３２９５ 
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スチレン共重合物 ）、 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－（オキシラン－２－イルメ

トキシ）－２，２－ビス ［（ オキシラン－２－イルメトキシ）メチ

ル］ブタンの反応生成物（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り、分子

構造中にオキシラン環を含まないものに限る 。）  

７０３３ ［α－ヒドロ－ω－ （｛ ３－［２－ヒドロキシ－３－（メタクリロイ

ルオキシ）プロポキシ］－３－オキソプロパン－１－イル｝スルファ

ニル）ポリ（フェニルエチレン）・α－ヒドロ－ω－（メタクリロイ

ルオキシ）ポリ［オキシ（メチルエチレン ）］ ・メタクリル酸・ナト

リウム＝メタクリラート・スチレン共重合物 ］、 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－

（オキシラン－２－イルメトキシ）－２，２－ビス ［（ オキシラン－

２－イルメトキシ）メチル］ブタンの反応生成物（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％

以下であり、分子構造中にオキシラン環を含まないものに限る 。）  

（７）－３２９６ 
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７０３４ ビフェニル－４，４′－ジオール・ヒドロキノン・６－ヒドロキシ－

２－ナフトエ酸・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）－３２９７ 

７０３５ ２－（アリルオキシ）エタノール・２－ ［（ アリルオキシ）メチル］

オキシラン・クロロエテン・２－ヒドロキシプロパン－１－イル＝メ

タクリラート・カリウム＝３－（アリルオキシ）－２－ヒドロキシプ

ロパン－１－イル＝スルファート共重合物の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％以下であり、分子構造中の２－

［（ アリルオキシ）メチル］オキシランの含有率が８重量％以下であ

るものに限る 。）  

（６）－３３６４ 

７０３６ 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・８－（ヒドロキシメチル）トリ

シクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカン－３－イルメタノール・８－

（ヒドロキシメチル）トリシクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカン－

（７）－３２９８ 
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４－イルメタノール・９－（ヒドロキシメチル）トリシクロ［５．

２．１．０ ２ ， ６ ］デカン－３－イルメタノール・カリウム＝２－

［Ｎ，Ｎ－ビス（３－ブトキシ－２－ヒドロキシプロパン－１－イ

ル）アミノ］エタン－１－スルホナート・［４，４′－（プロパン－

２，２－ジイル）ジフェノールの２－メチルオキシラン重付加物］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 。）  

７０３７ 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）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・２－エチルヘキサン－１－イル＝

（７）－３２９９ 
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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＝１（又は４）－［アルキ

ル（Ｃ＝11～15、直鎖型及び分枝型）オキシ］－４（又は１）－（ア

リルオキシ）－１，４－ジオキソブタン－２－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 。）  

７０３８ ブタン－１－イル＝アクリラート・２－（ジエチルアミノ）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・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４重量％以下である

ものに限る 。）  

（６）－３３６５ 

７０３９ アクリル酸・アンモニウム＝α－｛１－［４－アルキル（Ｃ＝９、直 （７）－３３００ 
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鎖型及び分枝型）フェノキシ］－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＝１～ 100 ）（オキシ

エチレン）・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・エチレン＝アセトアセタート＝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・オキシラン－２－イルメチル＝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

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 。）  

７０４０ 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・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＝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（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

（６）－３３６６ 
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あるものに限る 。）  

７０４１ 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＝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）－３３６７ 

７０４２ アンモニウム＝α－｛１－［４－アルキル（Ｃ＝９、直鎖型及び分枝

型）フェノキシ］－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＝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＝アセトアセタート＝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 。）  

（７）－３３０１ 

７０４３ ４－（アミノメチル）アニリン・シクロブタ［１，２－ｃ：３，４－

ｃ′］ジフラン－１，３，４，６（３ａＨ，３ｂＨ，６ａＨ，６ｂ

Ｈ）－テトラオン・４－（ジアリルアミノ）－１，３－フェニレンジ

アミン・４－（ドデカン－１－イルオキシ）－１，３－フェニレンジ

（７）－３３０２ 
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アミン・１Ｈ，３Ｈ－フロ［３，４－ｆ］イソベンゾフラン－１，

３，５，７－テトラオン重縮合物（ポリイミド及びポリアミド酸を含

む 。） （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 。）  

７０４４ アクリルアミド・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・２－エチルヘキサン－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・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－（１，１－ジメチル－３－オキソブチル）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）－３３６８ 

７０４５ 硫黄と３ａ，４，７，７ａ－テトラヒドロ－１Ｈ－インデンの熱重合

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）－３３０３ 

７０４６ ［（ ヒドロキシメチル）トリシクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デシ （７）－３３０４ 
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ル］メタノール・［１，３，５－トリス（５－イソシアナト－１，

３，３－トリシクロヘキサン－１－イル）トリアジナン－２，４，６

－トリオンを主成分とする、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］重付加物

の２－ヒドロキシメチル－２－ ［（ 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 。）  

７０４７ ３－アミノオクタン－４－オール （２）－４１３８ 

７０４８ Ｎ－（４－メチルペンタン－２－イリデン）ヘキサデカン－１－イル

アミン及びＮ－（４－メチルペンタン－２－イリデン）オクタデカン

－１－イルアミンの混合物 

（２）－４１３９ 

７０４９ ２－［２－（１－フェニルプロパ－１－エン－２－イル）－１，３－

オキサゾリジン－３－イル］エタノール 

（５）－６９８４ 

７０５０ α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエチレン ）］ ・５

－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメ

（７）－３３０５ 
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チルシクロヘキサン重付加物の末端（ジエチル＝２－ ｛［ ３－（トリ

メトキシシリル）プロパン－１－イル］アミノ｝スクシナートを主成

分とする、ジエチル＝マレアートと３－（トリメトキシシリル）プロ

パン－１－イルアミンの反応生成物）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 。）  

７０５１ 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・ホルムアルデヒド重縮合物の反応生成物 

（７）－３３０６ 

   

 


