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○ 

厚 生 労 働 省 
経 済 産 業 省 

環 境 省 

告 示 第 四 号 

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

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

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

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

  平 成 二 十 七 年 七 月 三 十 日  

                厚 生 労 働 大 臣 塩 崎 恭 久 

                               経 済 産 業 大 臣 宮 沢 洋 一 

                                 環 境 大 臣 望 月 義 夫 

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 

７０５２ ３，３′－ジオキソ－Ｎ，Ｎ′－ジ－ｏ－トリル－２，２′－［３，

３′－ジクロロビフェニル－４，４′－ジイルビス（ジアゼニル ）］

ジブタンアミドを主成分（59％以上）とする、（３，３′－ジクロロ

（４）－１９６３ 
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ビフェニル－４，４′－ジイル）ジアンモニウム＝ジクロリド、塩化

水素、２′－メチルアセトアセトアニリド、カリウム＝（アセトアセ

トアミド）ベンゼンスルホナート及び亜硝酸ナトリウムの反応生成物

とそのカルシウム塩及びアルミニウム塩 

７０５３ ３－（カルボキシメチル）シクロペンタン－１，２，４－トリカルボ

ン酸 

（３）－４６４５ 

７０５４ ブタン－１，４－ジオール・デカン二酸・イソフタル酸・オキセパン

－２－オン・テレフタル酸重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であ

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

（７）－３３０７ 

７０５５ 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・イソフタル酸・２，２′－［プロパン－２，２－ジイルビス

（４，１－フェニレンオキシ ）］ ジエタノール・２，２′－［スルホ

ニルビス（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）－３３０８ 

７０５６ ブタン－１，４－ジイル＝ジアクリラート・メチル＝メタクリラート

共重合物（架橋構造）（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性

（６）－３３６９ 
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溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る 。）  

７０５７ アクリル酸・ブタン－１－イル＝アクリラート・２－（ジメチルアミ

ノ）エチル＝メタクリラート・２－メトキシエチル＝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）－３３７０ 

７０５８ ブタン－１－イル＝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）－３３７１ 

７０５９ ｛（ アジピン酸・３－メチルペンタン－１，５－ジオール重縮合

物）・ ［（ アジピン酸・３－メチルペンタン－１，５－ジオール重縮

合物）・３，５－ビス（メトキシカルボニル）ベンゼンスルホン酸重

縮合物］・１，６－ジイソシアナトヘキサン・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

重付加物｝・エチレンジアミン・Ｎ－エチルエチレンジアミン重付加

物（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸

及びアルカリに不溶であるものに限る 。）  

（７）－３３０９ 
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７０６０ 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－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・フマル酸・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・スチレン共重合物のオ

キシラン－２－イルメチル＝７，７－ジメチルオクタノアート付加物

（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率

が１％以下であるものに限る 。）  

（６）－３３７２ 

７０６１ アクリル酸・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・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（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、汎用溶媒及び酸に不溶であるものに限る 。）  

（６）－３３７３ 

７０６２ イソベンゾフラン－１，３－ジオン・オキソラン－２，５－ジオン・

２－（２，２，３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，７－トリ

デカフルオロヘプタン－１－イル）オキシラン重付加物（水、酸及び

（７）－３３１０ 
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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 。）  

７０６３ エテン・エチル＝水素＝マレアート共重合物（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）－３３７４ 

７０６４ ベンゼン－１，３，５－トリカルボン酸・ビフェニル－４，４′－ジ

オール・エチレン＝グリコール・４－ヒドロキシ安息香酸・テレフタ

ル酸重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の

成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）  

（７）－３３１１ 

７０６５ 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－イソプロペニル－４，５

－ジヒドロ－１，３－オキサゾール・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（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 。）  

（６）－３３７５ 

７０６６ アクリル酸・α－ヒドロ－ω－ ［（ ３－メチル－ブタ－３－エン－１ （７）－３３１２ 
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－イル）オキシ］ポリ（ｎ＝１～ 150 ）（オキシエチレン）・１－ヒ

ドロキシプロパン－２－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシプロパ

ン－１－イル＝アクリラート共重合物とそのナトリウム塩（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 。）  

７０６７ ２－（ブタン－１－イル）－２－エチルプロパン－１，３－ジオー

ル・シクロヘキサン－１，４－ジイルジカルボン酸・シクロヘキサン

－１，４－ジイルジメタノール・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・２，２′－［プロパン－２，２－ジイルビス（４，１－フ

ェニレンオキシ ）］ ジエタノール重縮合物（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）－３３１３ 

７０６８ アルケニル（Ｃ＝16，18）アミン・アルキル（Ｃ＝14，16，18）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）ジフェノール重縮合物］・

（７）－３３１４ 



7 
 

２，２′－イミノジエタノール・オキシラン－２－イルメチル＝メタ

クリラート・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 ）］ 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 。）  

７０６９ ジメタクリル酸＝エタン－１，２－ジイル・ジメタクリル酸＝ヘキサ

ン－１，６－ジイル共重合物（架橋構造）（数平均分子量が 1,000 以

上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるも

のに限る 。）  

（６）－３３７６ 

７０７０ （２，２′－ジメチル－４，４′－シクロヘキサン－１，１－ジイル

ジフェノール・ホスゲン重縮合物）の末端４－ｔｅｒｔ－ブチルフェ

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）－３３１５ 

７０７１ ４－ヒドロキシブタン－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）－３３７７ 
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７０７２ 炭酸＝３－メチルブチル＝フェニル （３）－４６４６ 

７０７３ 酒石酸の｛アルカン（Ｃ＝８～18、直鎖型）－１－オール及びアルカ

ノール［Ｃ＝８，11～14、分枝型（第四級炭素を含まず、かつ第一級

又は第二級アルコールを主成分とするものに限る 。）］｝ によるジエス

テル化物を主成分（85％以上）とする、アルカン（Ｃ＝８～18、直鎖

型）－１－オール、アルカノール［Ｃ＝８，11～14、分枝型（第四級

炭素を含まず、かつ第一級又は第二級アルコールを主成分とするもの

に限る。）］及び酒石酸の反応生成物 

（２）－４１４０ 

７０７４ メタンスルホン酸ナトリウム （２）－４１４１ 

７０７５ （ｔｅｒｔ－ブチル＝アクリラート・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）－３３１６ 

７０７６ アクリロニトリル・ブタ－１，３－ジエン・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（架橋構

（６）－３３７８ 
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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 。）  

７０７７ ８－ （｛ ２－［２－（アクリロイルオキシ）エトキシ］エトキシ｝メ

チル）－８－エチル－３，６，10，13－テトラオキサペンタデカン－

１，15－ジイル＝ジアクリラート・｛８－ ［（ アクリロイルオキシ）

メチル］トリシクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカン－３－イル｝メ

チル＝アクリラート・｛８－ ［（ アクリロイルオキシ）メチル］トリ

シクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカン－４－イル｝メチル＝アクリ

ラート・｛９－ ［（ アクリロイルオキシ）メチル］トリシクロ［５．

２．１．０ ２ ， ６ ］デカン－３－イル｝メチル＝アクリラート・１－

アダマンチル＝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）－３３７９ 

７０７８ ８－ （｛ ２－［２－（アクリロイルオキシ）エトキシ］エトキシ｝メ

チル）－８－エチル－３，６，10，13－テトラオキサペンタデカン－

１，15－ジイル＝ジアクリラート・｛８－ ［（ アクリロイルオキシ）

メチル］トリシクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカン－３－イル｝メ

（６）－３３８０ 
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チル＝アクリラート・｛８－ ［（ アクリロイルオキシ）メチル］トリ

シクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカン－４－イル｝メチル＝アクリ

ラート・｛９－ ［（ アクリロイルオキシ）メチル］トリシクロ［５．

２．１．０ ２ ， ６ ］デカン－３－イル｝メチル＝アクリラート・１－

アダマンチル＝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（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 。）  

７０７９ ｃｉｓ－シクロヘキサン－１，４－ジカルボン酸・ｔｒａｎｓ－シク

ロヘキサン－１，４－ジカルボン酸・ドデカン二酸・２－メチルペン

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）－３３１７ 

７０８０ アクリロニトリル・ブタ－１，３－ジエン・２－ビニルピリジン共重

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）－３３８１ 

７０８１ アクリル酸・アクリロニトリル・ブタ－１，３－ジエン・メタクリル （６）－３３８２ 
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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 。）  

７０８２ アザシクロトリデカン－２－オン・アゼパン－２－オン・ドデカン二

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）－３３１８ 

７０８３ アザシクロトリデカン－２－オン・ドデカン二酸・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）－３３１９ 

７０８４ α，ω－ビス［２－（メタクリロイルオキシ）エチル］－ポリ（ブタ

－２－エン－１，４－ジイル／ビニルエチレン）（水、酸及びアルカ

リに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるも

のに限る 。）  

（６）－３３８３ 

７０８５ ジナトリウム＝２－ドデカンアミドスクシナートを主成分（90％以

上）とする、ジナトリウム＝２－ドデカンアミドスクシナート、トリ

ナトリウム＝２－（３－カルボキシラト－２－ドデカンアミドプロパ

（２）－４１４２ 
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ンアミド）ブタンジオアート及びトリナトリウム＝２－（３－カルボ

キシラト－３－ドデカンアミドプロパンアミド）ブタンジオアートの

混合物 

７０８６ ２－（シクロヘキサン－１，２－ジカルボキシミド）エチル＝アクリ

ラートを主成分（90％以上）とする、２－ ｛［ ２－（シクロヘキサン

－１，２－ジカルボキシミド）エトキシ］カルボニル｝エチル＝アク

リラート、２－（シクロヘキサン－１，２－ジカルボキシミド）エチ

ル＝アクリラート及び２－（シクロヘキサン－１，２－ジカルボキシ

ミド）エチル＝３－［２－（シクロヘキサン－１，２－ジカルボキシ

ミド）エトキシ］プロパノアートの混合物 

（５）－６９８５ 

７０８７ ２－（２，６－ジイソプロピルフェニル）－６－［４－（２，４，４

－トリメチルペンタン－２－イル）フェノキシ］－１Ｈ－ベンゾ［ｄ

ｅ］イソキノリン－１，３（２Ｈ）－ジオンを主成分（95％以上）と

する、２－（２，６－ジイソプロピルフェニル）－６－［４－（２，

３，４－トリメチルペンタン－２－イル）フェノキシ］－１Ｈ－ベン

ゾ［ｄｅ］イソキノリン－１，３（２Ｈ）－ジオン、２－（２，６－

ジイソプロピルフェニル）－６－［４－（２，４，４－トリメチルペ

（５）－６９８６ 
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ンタン－２－イル）フェノキシ］－１Ｈ－ベンゾ［ｄｅ］イソキノリ

ン－１，３（２Ｈ）－ジオン及び２－（２－イソプロピル－６－プロ

パン－１－イルフェニル）－６－［４－（２，４，４－トリメチルペ

ンタン－２－イル）フェノキシ］－１Ｈ－ベンゾ［ｄｅ］イソキノリ

ン－１，３（２Ｈ）－ジオンの混合物 

７０８８ ２，２－ビス（ヒドロキシメチル）ブタン酸・ビス（４－イソシアナ

トシクロヘキサン－１－イル）メタン・α－［８－ヒドロキシ－２

（又は７）－メチルオクタン－１－イル（又は９－ヒドロキシノナン

－１－イル ）］ －ω－ヒドロキシ－ポリ｛オキシカルボニルオキシ

［２（又は７）－メチルオクタン－１，８－ジイル］／オキシカルボ

ニルオキシノナン－１，９－ジイル｝重付加物（水、酸及びアルカリ

に不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるもの

に限る 。）  

（７）－３３２０ 

７０８９ ｛２，２－ビス［４－（オキシラン－２－イルメトキシ）フェニル］

プロパン・（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、２－ヒドロキシエチル＝アクリラート及び２－ヒ

ドロキシエチル＝メタクリラートのエステル化反応生成物）重付加

（７）－３３２１ 
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物｝へのアクリル酸、メタクリル酸、メタクリル酸無水物及び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 。）  

７０９０ アジピン酸・ブタン－１，４－ジオール・シクロヘキサン－１，４－

ジイルジメタノール・２，２′－（エチレンジオキシ）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）－３３２２ 

７０９１ 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・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）－３３８４ 

７０９２ ［２，６－ジクロロベンゾニトリル・４，４′－（ペルフルオロプロ

パン－２，２－ジイル）ジフェノール重縮合物］・３－（２，５－ジ

クロロベンゾイル）ベンゼンスルホン酸・（２，５－ジクロロフェニ

ル）［４－（１Ｈ－イミダゾール－１－イル）フェニル］メタノン重

（７）－３３２３ 
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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 。）  

７０９３ 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＝アクリラート・２－ヒドロキシ－３－フェノ

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、酸及びアルカリに不溶であり分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）  

（６）－３３８５ 

７０９４ アジポヒドラジド・Ｎ－（２－アミノエチル）エチレンジアミン・

２，２－ビス（ヒドロキシメチル）ブタン酸・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・（２－メチルオキシラン・オキソラン重付加物）・オキソラン重

付加物・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

加物の末端オクタデカン－１－オール付加物（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）－３３２４ 

７０９５ ２，２′－ジメチル－２，２′－ジアゼンジイルジブタンニトリルを （６）－３３８６ 
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開始剤とする、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 。）  

７０９６ ［４，４′－（１－フェニルエタン－１，１－ジイル）ジフェノー

ル・ホスゲン重縮合物］の末端４－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール縮合

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）－３３２５ 

７０９７ （２Ｓ，７Ｒ，12Ｒ，17Ｓ）－２，17－ジアミノ－７，12－ビス

［（ カルボキシメチル）カルバモイル］－５，14－ジオキソ－９，10

－ジチア－６，13－ジアザオクタデカン二酸 

（２）－４１４３ 

７０９８ ２－アクリルアミド－２－メチルプロパン－１－スルホン酸ナトリウ

ム・アクリル酸ナトリウム共重合物 

（６）－３３８７ 

７０９９ アンモニア、３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチ

ルプロパン酸、Ｎ－（２－アミノエチル）エチレンジアミン、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、［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。）］の水素化物及

（７）－３３２６ 
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び水の反応生成物（架橋構造） 

７１００ アクリル酸・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）－３３８８ 

７１０１ アクリルアミド・アクリル酸・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）－３３８９ 

７１０２ アクリル酸・アクリロニトリル・エチル＝アクリラート・２－ヒドロ

キシエチル＝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）－３３９０ 

７１０３ 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、直鎖型及び分枝型）オキシ］－３－（アリルオ

（７）－３３２７ 
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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）・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，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）］｝・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 。）  

７１０４ ビス（４－イソシアナトシクロヘキサン－１－イル）メタン・（ジメ

チル＝カルボナート・ヘキサン－１，６－ジオール・オキセパン－２

－オン重縮合物）・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・

エチレンジアミン・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）－３３２８ 

７１０５ （メチル＝メタクリラート重合物とメチルアミンの反応生成物）のジ

メチル＝カルボナート及びトリエチルアミンによるエステル化物

（６）－３３９１ 
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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 。）  

７１０６ アクリル酸・シクロヘキサン－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）－３３９２ 

７１０７ 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 ）］ ・α－（１－アミノプロパン－２－イル）－ω

－アミノポリ［オキシ（メチルエチレン ）］ ・エチレンジアミン・ノ

ナン二酸・ピペラジン・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

（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率

が１％以下であるものに限る 。）  

（７）－３３２９ 

７１０８ ベンジル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物の（７－オキサビ

シクロ［４．１．０］ヘプタン－３－イル）メチル＝アクリラート部

（６）－３３９３ 
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分付加物（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 。）  

７１０９ アリル＝メタクリラート・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・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）－３３９４ 

７１１０ エチル＝４－クロロ－３－オキソブタノアート （２）－４１４４ 

７１１１ ［ホルムアルデヒドと２－（２－ナフチルオキシ）エタノールの反応

生成物］と［フラン－２，５－ジオンと２－メチルプロパ－１－エン

重合物（重合度６～８）の反応生成物］のエステル化反応生成物（分

子量 1,000 未満の成分の含有率が２％以下であるものに限る 。）  

（７）－３３３０ 

７１１２ ［２－（ブタン－１－イル）－２－エチルプロパン－１，３－ジオー

ル・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・フラン－２，５

－ジオン・２－（２－ヒドロキシプロポキシ）プロパン－１－オー

ル・イソフタル酸・１，１′－オキシジプロパン－２－オール・２，

２′－オキシジプロパン－１－オール・４，４′－（プロパン－２，

２－ジイル）ジシクロヘキサン－１－オール重縮合物 ］、 フラン－

（７）－３３３１ 
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２，５－ジオン、プロパン－１，２－ジオール及びトリシクロ［５．

２．１．０ ２ ， ６ ］デカ－３，８－ジエンの反応生成物 

７１１３ ２－（２－ヒドロキシプロポキシ）プロパン－１－オール、メタント

リオール、１，１′－オキシジプロパン－２－オール及び２，２′－

オキシジプロパン－１－オールの反応生成物 

（７）－３３３２ 

７１１４ ［５，５′－ビイソベンゾフラン］－１，１′，３，３′－テトラオ

ン・４，４′－オキシジアニリン重付加物（ポリアミド酸に限る 。）  

（７）－３３３３ 

７１１５ 二水素化マグネシウム （１）－１２５１ 

７１１６ ｛［ トリシクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカ－３，８－ジエン・フ

ェノール重付加物と２－（クロロメチル）オキシランのエーテル化

物］のメタクリル酸付加物｝の３ａ，４，７，７ａ－テトラヒドロイ

ソベンゾフラン－１，３－ジオン付加物 

（７）－３３３４ 

７１１７ デカン二酸・ホスゲン・４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジ

フェノール重縮合物の両末端４－（２－フェニルプロパン－２－イ

ル）フェノール縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）  

（７）－３３３５ 

７１１８ （ブタン－１－イル＝アクリラート・ｔｅｒｔ－ブチル＝アクリラー （７）－３３３６ 
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ト・ｔｅｒｔ－ブチル＝メタクリラート・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 。）  

７１１９ アクリル酸・ドデカン－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・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）－３３９５ 

７１２０ アクリロニトリル・メタクリルアミド・メタクリル酸・スチレン・４

－ビニル安息香酸・ビニルホスホン酸共重合物（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）－３３９６ 

７１２１ アジポヒドラジド・ ［（ ベンゼンジカルボン酸・３－メチルペンタン

－１，５－ジオール重縮合物 ）、 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

（７）－３３３７ 
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ル）－２－メチルプロパン酸、１，３，５－トリアジン－２，４，６

－トリイルトリアミン及び３－（トリエトキシシリル）プロパン－１

－イルアミンの反応生成物］・エチレンジアミン重付加物（数平均分

子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリ

に不溶であるものに限る 。）  

７１２２ 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・イソフタル

酸・ナフタレン－２，６－ジカルボン酸重縮合物（水、酸及びアルカ

リに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるも

のに限る 。）  

（７）－３３３８ 

７１２３ ２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・メタクリル酸・メチ

ル＝メタクリラート・ナトリウム＝４－［アルキル（Ｃ＝８～20、直

鎖型及び分枝型）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・スチレン・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）－３３９７ 

７１２４ シクロブタ［１，２－ｃ：３，４－ｃ′］ジフラン－１，３，４，６ （７）－３３３９ 
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（３ａＨ，３ｂＨ，６ａＨ，６ｂＨ）－テトラオン・３，５－ジアミ

ノ安息香酸・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－ヘプタン－１－イルシクロヘキサン－１－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 。）  

７１２５ アクリロニトリル・ブタ－１，３－ジエン・ブタン－１－イル＝アク

リラート・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）－３３９８ 

７１２６ ｛［ オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート重合物のアクリル

酸付加物（完全開環物 ）］ の２－イソシアナトエチル＝メタクリラー

ト付加物｝のスルファニル酢酸付加物（数平均分子量が 1,000 以上で

あり、溶媒から単離したものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びア

ルカリに不溶であるものに限る 。）  

（６）－３３９９ 

７１２７ ２，６－ジエチル－２，３，６－トリメチル－１－（１－フェニルエ （６）－３４００ 
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トキシ）ピペリジン－４－オンを開始剤とする、ブタン－１－イル＝

アクリラート重合物と４－ビニルピリジン重合物のブロック共重合物

（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 。）  

７１２８ エチルスチレン・ジビニルベンゼン・スチレン共重合物の末端２（又

は４）－［２－（メタクリロイルオキシ）エトキシ］フェニル化物

（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）－３４０１ 

７１２９ ［４－アルキル（Ｃ＝５～10、直鎖型及び分枝型）フェノール・ホル

ムアルデヒド重縮合物］と［エテン・５－エチリデンビシクロ［２．

２．１］ヘプタ－２－エン・プロパ－１－エン共重合物（開環重合物

を含まないものに限る。）］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）－３３４０ 

７１３０ ブタン－１－イル＝メタクリラート・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・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（架橋構造）（数平均

（６）－３４０２ 
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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 。）  

７１３１ ２，２′－ジメチル－４，４′－メチレンジアニリン・１，３－ジオ

キソイソベンゾフラン－５－カルボン酸・トール油脂肪酸・１，３，

５－トリス（２－ヒドロキシエチル）－１，３，５－トリアジナン－

２，４，６－トリオン重縮合物（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）－３３４１ 

７１３２ ジエテニルベンゼン・エテニルベンゼン・エテニル（エチル）ベンゼ

ン・２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・プ

ロパ－２－エンアミド・プロパ－２－エン酸共重合物（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 。）  

（６）－３４０３ 

７１３３ ［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・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物）・３－ヒドロキシ－２－

（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸重付加物］・２－メチ

ルペンタン－１，５－ジイルジアミン重付加物（水、酸及びアルカリ

に不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるもの

（７）－３３４２ 



27 
 

に限る 。）  

７１３４ ジブタン－１－イル＝オキサラート・２－メチルオクタン－１，８－

ジイルジアミン・ノナン－１，９－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）－３３４３ 

７１３５ Ｄ－マンノース （８）－６８５ 

７１３６ （トリシクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカ－３，８－ジエン・フェ

ノール重付加物）とナフタレン－１（又は２）－オールとベンゼン－

１，３（又は１，４）－ジカルボニル＝ジクロリドの反応生成物 

（７）－３３４４ 

７１３７ ［２－（クロロメチル）オキシランと４，４′－（プロパン－２，２

－ジイル）ジフェノールの反応生成物］・ （｛ １，６－ジイソシアナ

トヘキサンと［１，３，５－トリス（６－イソシアナトヘキシル）－

１，３，５－トリアジナン－２，４，６－トリオンを主成分とする、

１，６－ジイソシアナトヘキサン重合物］とメタノールの反応生成

物｝・ベンゼン－１，２，４－トリカルボン酸＝１，２－無水物重縮

合物）重縮合物の２－（メチルアミノ）エタノール付加物（アミド酸

構造を有しないものに限る 。） （架橋構造） 

（７）－３３４５ 
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７１３８ ４，４′－［１－（４－｛２－［４－（４－アミノフェノキシ）フェ

ニル］プロパン－２－イル｝フェニル）エタン－１，１－ジイルビス

（４，１－フェニレンオキシ ）］ ジアニリン・５－（２，５－ジオキ

ソオキソラン－３－イル）－３－メチルシクロヘキサ－３－エン－

１，２－ジカルボン酸無水物重縮合物（ポリイミドに限る 。） の４－

ヒドロキシブチル＝アクリラート付加物（架橋構造） 

（７）－３３４６ 

７１３９ ２，４－ジイソシアナトトルエン・２，２′－［スルホニルビス

（４，１－フェニレンオキシ ）］ ジエタノール・デカン－１，10－ジ

オール・ビス（４－イソシアナトフェニル）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－ヒドロキシポリ（オキシ｛２－ ［（ ２，２，２－トリフルオロエ

トキシ）メチル］－２－メチルプロパン－１，３－ジイル ｝） 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）－３３４７ 

７１４０ アクリル酸・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＝メチル＝スルファート・

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

（６）－３４０４ 
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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 。）  

７１４１ ２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・ビニル＝アセタート・ブチル

＝アクリラート・（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）・２－メトキシエチル

＝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）－３４０５ 

７１４２ ２－エチルヘキシル＝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）－３４０６ 

７１４３ ポリ（シクロペンタン－１，３－ジイルエチレン）（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）－３４０７ 

７１４４ 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・２－ヒドロキシエチル＝メタク

リラート・ブタ－１，３－ジエン共重合物（架橋構造）（数平均分子

（６）－３４０８ 
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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 。）  

７１４５ 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（オキシエチレン）・２，３－ジヒドロキシプロピ

ル＝メタクリラート・ベンジル＝メタクリラート・メタクリル酸共重

合物の２－イソシアナトエチル＝メタクリラート付加物（水及び酸に

不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに

限る 。）  

（７）－３３４８ 

７１４６ １－シクロヘキシル－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・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）－３４０９ 

７１４７ ５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリ

メチルシクロヘキサン・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオー

ル・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパ

ン酸・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシブタン－１，４－ジ

（７）－３３４９ 
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イル）重付加物のカリウム塩（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 。）  

７１４８ 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＝ジアクリラートと（α－［ジメチル（ビ

ニル）シリル］－ω－ ｛［ ジメチル（ビニル）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）］｝の両末端ジクロロ（メチル）シラン付加物）とプロパ

ン－２－オールの反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子

量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）  

（７）－３３５０ 

７１４９ ｛アダマンタン－１－アミンとシクロマルトヘキサオースと［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（ロタキサ

ン構造に限る 。） （分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であ

るものに限る 。）  

（７）－３３５１ 

７１５０ シクロヘキシル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物（水及び酸

に不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるもの

に限る 。）  

（６）－３４１０ 
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７１５１ ポリ［シクロペンタン－１，３－ジイルエチレン／８（又は９）－

（メトキシカルボニル）－８（又は９）－メチルトリシクロ［５．

２．１．０ ２ ， ６ ］デカン－３，５－ジイルエチレン／テトラシクロ

［５．５．１．０ ２ ， ６ ．０ ８ ， 12 ］トリデカン－３，５－ジイルエ

チレン］（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分

の含有率が１％以下であるものに限る 。）  

（６）－３４１１ 

７１５２ アクリル酸エチル・アクリル酸ブチル・アクリロニトリル・メタクリ

ル酸＝２，３－エポキシプロピル・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10重量％以下であるものに限る 。）  

（６）－３４１２ 

７１５３ ３，３′－ジアミノ－Ｎ，Ｎ′－ ［（ １，１，１，３，３，３－ヘキ

サフルオロプロパン－２，２－ジイル）ビス（６－ヒドロキシ－３，

１－フェニレン ）］ ジベンズアミド・３，３′－［オキシビス（ジメ

チルシランジイル ）］ ジプロパン－１－アミン・２，２′－ジアミノ

－４，４′－（１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロプロパン－

２，２－ジイル）ジフェノール・１，１′－ジメチル＝二水素＝４，

（７）－３３５２ 
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４′－オキシジフタラート・１，１′－ジメチル＝二水素＝４，４′

－（１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロプロパン－２，２－ジ

イル）ジフタラート重縮合物（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 。）  

７１５４ アクリルアミド・２－エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシ

ル＝メタクリラート・ナトリウム＝４－ビニルベンゼンスルホナー

ト・ナトリウム＝２－メチルプロパ－２－エン－１－スルホナート・

２－メチリデンコハク酸共重合物のナトリウム塩（分子量 1,000 未満

の成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）  

（６）－３４１３ 

７１５５ ２－（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラ

ート・無水マレイン酸・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％以下であるものに限る 。）  

（６）－３４１４ 

７１５６ ２－エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラー

ト・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・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝メ

タクリラート・ｔｅｒｔ－ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸共

（６）－３４１５ 
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重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の

含有率が１％以下であるものに限る 。）  

７１５７ アクリル酸・エチル＝アクリラート・２－エチルヘキシル＝アクリラ

ート・シクロヘキシル＝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・１－ヒドロキシ

プロパン－２－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシプロピル＝アク

リラート・ブチル＝アクリラート・ｔｅｒｔ－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、酸及びア

ルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であ

るものに限る 。）  

（６）－３４１６ 

７１５８ オクタデシル＝アクリラート・クロロエテン・ドコシル＝アクリラー

ト・３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデ

カフルオロオクチル＝メタクリラート・Ｎ－（ヒドロキシメチル）ア

クリルアミド共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）  

（６）－３４１７ 

７１５９ クロロエテン・ドコシル＝アクリラート・３，３，４，４，５，５，

６，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクチル＝メタクリ

（６）－３４１８ 
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ラート・ビス（２－エチルヘキシル）＝マレアート・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 。）  

７１６０ アジピン酸・11－アミノウンデカン酸・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシ

ポリ（オキシブタン－１，４－ジイル）重縮合物（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）－３３５３ 

７１６１ 11－アミノウンデカン酸・２，２′－ジメチル－４，４′－メチレン

ジシクロヘキサン－１－アミン・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）－３３５４ 

７１６２ メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・２－（２－メトキシエトキ

シ）エチル＝メタクリラート共重合物のオキシラン－２－イルメチル

＝メタクリラート完全付加物（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）－３４１９ 

７１６３ 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・４，４′－（デカン－１，１－ジイル）ジフェノ

（７）－３３５５ 



36 
 

ール・ホスゲン重縮合物の両末端４－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール縮

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 。）  

７１６４ （Ｚ）－３，４－ジヒドロキシ－１－（オクタデカ－９－エン－１－

イル）ピロリジン－２，５－ジオンを主成分（60％以上）とする、酒

石酸とモノ（又はジ）［アルキル（又はアルケニル）（Ｃ＝14～24、

直鎖型 ）］ アミンの反応生成物 

（５）－６９８７ 

７１６５ Ｎ ２ －ドデカノイル－Ｌ－アルギニン （２）－４１４５ 

７１６６ ｛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）のエポキシ化物とメタノールの反

応生成物（数平均分子量が 1,700 以下であるものに限る 。）  

（７）－３３５６ 

７１６７ ペンタン－１，５－ジアミン （２）－４１４６ 

７１６８ ３，６－ビス（４－ブロモフェニル）－２，５－ジヒドロピロロ

［３，４－ｃ］ピロール－１，４－ジオン 

（５）－６９８８ 

７１６９ ［２－ （｛ ３－（アクリロイルオキシ）－２－ ［（ アクリロイルオキ

シ）メチル］－２－（ヒドロキシメチル）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

（３）－４６４７ 
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アクリラートと２，４－ジイソシアナトトルエンと｛２，２′－ビス

（ヒドロキシメチル）－２，２′－［４，４，８，８，12，12，16，

16－オクタキス（ヒドロキシメチル）－２，６，10，14，18－ペンタ

オキサノナデカン－１，19－ジイル］ジプロパン－１，３－ジオール

とアクリル酸のエステル化反応生成物（トリデカエステル化物に限

る。）｝と｛２，２′－ビス（ヒドロキシメチル）－２，２′－［４，

４，８，８－テトラキス（ヒドロキシメチル）－２，６，10－トリオ

キサウンデカン－１，11－ジイル］ジプロパン－１，３－ジオールと

アクリル酸のエステル化反応生成物（ノナエステル化物に限る。）｝の

反応生成物（分子量が 1,200 ～ 3,100 のものに限る。）］のスルファニ

ル酢酸付加物 

７１７０ シクロヘキサン－ｒ－１，ｃ－２，ｃ－４－トリカルボン酸＝１，２

－無水物とシクロヘキサン－ｒ－１，ｔ－２，ｔ－４－トリカルボン

酸＝１，２－無水物の混合物 

（５）－６９８９ 

７１７１ （７－オキサビシクロ［４．１．０］ヘプタン－３－イル）メチル＝

メタクリラート・スチレン・［３－（トリメトキシシリル）プロピル

＝メタクリラート・トリメトキシ（メチル）シラン重縮合物］・２－

（７）－３３５７ 
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ヒドロキシエチル＝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 未満の成分の含有率

が１％以下であり、分子構造中の（７－オキサビシクロ［４．１．

０］ヘプタン－３－イル）メチル＝メタクリラートの含有率が70重

量％以下であるものに限る 。）  

７１７２ ビフェニル－４，４′－ジイル＝テトラキス（２，６－ジメチルフェ

ニル）＝ビス（ホスファート） 

（４）－１９６４ 

７１７３ 亜塩素酸 （１）－１２５２ 

７１７４ ナトリウム＝トリス（アセチルオキシ）ボラヌイド （２）－４１４７ 

７１７５ アクリルアミド・２－アクリルアミド－２－メチルプロパン－１－ス

ルホン酸・アクリル酸・２－エチルヘキシル＝アクリラート・シクロ

ヘキシル＝メタクリラート・メタクリル酸・２－メチリデンコハク酸

共重合物の末端２－エチルヘキシル＝３－スルファニルプロパノアー

ト又はドデカン－１－チオール付加物（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）－３４２０ 

７１７６ ２，２′，６，６′－テトラブロモ－４，４′－（プロパン－２，２

－ジイル）ジフェノール・ホスゲン重縮合物の末端４－ｔｅｒｔ－ブ

（７）－３３５８ 
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チ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 。）  

７１７７ ２，２′，６，６′－テトラブロモ－４，４′－（プロパン－２，２

－ジイル）ジフェノール・ホスゲン重縮合物の末端２，４，６－トリ

ブロモフェノール縮合物（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）－３３５９ 

７１７８ アジピン酸・イソフタル酸・ｃｉｓ－シクロヘキサン－１，４－ジカ

ルボン酸・ｔｒａｎｓ－シクロヘキサン－１，４－ジカルボン酸・ヘ

キサン－１，６－ジアミン重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であ

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

（７）－３３６０ 

７１７９ 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・メタクリル酸共重合物のナトリウム塩（水、酸及びアルカリに不

溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限

る 。）  

（７）－３３６１ 

７１８０ アクリル酸・トリシクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカン－８－イル （６）－３４２１ 
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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・２－（ビ

フェニル－２－イルオキシ）エチル＝アクリラート・１－フェニル－

１Ｈ－ピロール－２，５－ジオン・メタクリル酸共重合物（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 。）  

７１８１ ｛２，５－ビス（イソシアナトメチル）ビシクロ［２．２．１］ヘプ

タン・２，６－ビス（イソシアナトメチル）ビシクロ［２．２．１］

ヘプタン・２，２－ビス（ヒドロキシメチル）ブタン酸・α－［５－

ヒドロキシペンチル（又は６－ヒドロキシヘキシル ）］ －ω－ヒドロ

キシ－ポリ（オキシカルボニルオキシヘキサン－１，６－ジイル／オ

キシカルボニルオキシペンタン－１，５－ジイル）・４，４′－［プ

ロパン－２，２－ジイルビス（４，１－フェニレンオキシ ）］ ジ無水

フタル酸重縮合物（ポリイミドに限る。）｝と水の反応生成物（水、酸

及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以

下であるものに限る 。）  

（７）－３３６２ 

７１８２ ［スチレン・メチル＝メタクリラート共重合物のメチルアミンによる

イミド化（又は脱エステル化又はアミド化又は酸無水物化）反応生成

（６）－３４２２ 
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物］のジメチル＝カルボナート及びトリエチルアミンによるメチルエ

ステル化及びエチル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 。）  

７１８３ ［スチレン・メチル＝メタクリラート共重合物のメチルアミンによる

イミド化（又は脱エステル化又はアミド化又は酸無水物化）反応生成

物］のジメチル＝カルボナートによるメチル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 。）  

（６）－３４２３ 

７１８４ ［オキセパン－２－オンとα－ヒドロ－ω－（６－ヒドロキシヘキシ

ル）ポリ（オキシカルボニルオキシヘキサン－１，６－ジイル）のエ

ステル交換反応生成物］・ビス（４－イソシアナトシクロヘキシル）

メタン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプ

ロパン酸・２－メチルペンタン－１，５－ジアミン重付加物（水、酸

及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以

下であるものに限る 。）  

（７）－３３６３ 

７１８５ アリル＝メタクリラート・スチレン・ブタン－１，３－ジイル＝ジメ （６）－３４２４ 
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タクリラート・ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重

合物（架橋構造）（数平均分子量が 1,000 以上であり水、脂溶性溶

媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る 。）  

７１８６ エチレン＝ジメタクリラート・スチレン・２－ヒドロキシエチル＝メ

タクリラート・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）－３４２５ 

７１８７ アラニン・乳酸重縮合物と乳酸重合物の混合物（分子量 900 以下のも

のに限る 。）  

（７）－３３６４ 

７１８８ ３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデカフ

ルオロオクチル＝メタクリラート・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・３－（トリメ

トキシシリル）プロピル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート

共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分

の含有率が１％以下であるものに限る 。）  

（６）－３４２６ 

７１８９ トリエトキシ［３－（４－メチルピペラジン－１－イル）プロピル］

シラン 

（５）－６９９０ 
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７１９０ ２－フェノキシエチル＝ジフェニル＝ホスファート （３）－４６４８ 

７１９１ エチレン＝ ｛［ ５－ （｛［（ ブタン－２－イリデンアミノ）オキシ］カ

ルボニル｝アミノ）－１，３，３－トリメチルシクロヘキシル］メチ

ル｝カルバマート＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタク

リラート・ブチル＝メタクリラート・メタクリルアミド・メタクリル

酸・メチル＝メタクリラート共重合物のドデカン－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）－３４２７ 

７１９２ ６－シアノ－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・２－シクロヘキシルプ

ロパン－２－イル＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラー

ト・３，５－ジヒドロキシ－１－アダマンチル＝メタクリラート共重

合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含

有率が１％以下であるものに限る 。）  

（６）－３４２８ 

７１９３ （シクロヘキシル＝アクリラート・ｔｅｒｔ－ブチル＝メタクリラー

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）・ベンゼン－１，２：４，５－テト

（７）－３３６５ 
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ラカルボン酸二無水物重付加物（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 。）  

７１９４ 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・（ジエチル＝カルボナート・ヘキサン－１，

６－ジオール・３－メチルペンタン－１，５－ジオール重縮合物）・

ヘキサン－１，６－ジオール重付加物（水、酸及びアルカリに不溶で

あり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限

る 。）  

（７）－３３６６ 

７１９５ （アジピン酸・イソフタル酸・エチレン＝グリコール・２，２－ジメ

チルプロパン－１，３－ジオール・デカン二酸・ヘキサン－１，６－

ジオール重縮合物）・５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチ

ル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・（ジエチル＝カルボ

ナート・ヘキサン－１，６－ジオール・３－メチルペンタン－１，５

－ジオール重縮合物）・ヘキサン－１，６－ジオール重付加物（水、

酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％

以下であるものに限る 。）  

（７）－３３６７ 

７１９６ オクタ－１－エン・ドデカ－１－エン共重合物（末端がオクタ－１－ （６）－３４２９ 
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エン－２－イル又はドデカ－１－エン－２－イル基のものに限る 。）

（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 。）  

７１９７ オクタ－１－エン・ドデカ－１－エン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 。）  

（６）－３４３０ 

７１９８ ジフェニル＝カルボナート・ ［（ ヒドロキシメチル）トリシクロ

［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカニル］メタノール・ヘキサヒドロフロ

［３，２－ｂ］フラン－３，６－ジオール重縮合物（水、酸及びアル

カリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下である

ものに限る 。）  

（７）－３３６８ 

７１９９ アリル＝メタクリラート・ブタン－１，３－ジイル＝ジメタクリラー

ト・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・メチル＝メタ

クリラート共重合物（架橋構造）（水、酸及びアルカリに不溶であり

分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る 。）  

（６）－３４３１ 

７２００ アクリル酸・イソブチル＝メタクリラート・２－エチルヘキシル＝ア

クリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン・２，２，

（６）－３４３２ 
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６，６－テトラメチル－４－ピペリジル＝メタクリラート・２－ヒド

ロキシエチル＝メタクリラート・１－ヒドロキシプロパン－２－イル

＝アクリラート・２－ヒドロキシプロピル＝アクリラート・ブチル＝

メタクリラート・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 。）  

７２０１ 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のナ

トリウム塩（分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるもの

に限る 。）  

（６）－３４３３ 

７２０２ ブタ－３－エン酸 （２）－４１４８ 

７２０３ ２，２－ジメチル－１，３－ジオキサン－４，６－ジオン （５）－６９９１ 

７２０４ Ｎ，Ｎ，Ｎ′，Ｎ′，Ｎ′′，Ｎ′′－ヘキサメチルシラントリイル

トリアミン 

（２）－４１４９ 

７２０５ α－ ｛［ ３－（４－ヒドロキシ－３－メトキシフェニル）プロピル］

（ジメチル）シリル｝－ω－［３－（４－ヒドロキシ－３－メトキシ

フェニル）プロピル］ポリ［オキシ（ジメチルシランジイル ）］

（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

（７）－３３６９ 
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が１％以下であるものに限る 。）  

７２０６ ２，２′－ジメチル－４，４′－メチレンジシクロヘキサン－１－ア

ミン・デカン－１，10－ジアミン・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 。）  

（７）－３３７０ 

７２０７ アクリル酸・２－エチルヘキシル＝アクリラート・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・４－ヒドロキシブチル＝アクリラート・２－ヒドロキシ

プロピル＝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）－３４３４ 

７２０８ オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラ

ート・メチル＝メタクリラート共重合物の４－ニトロ安息香酸付加物

（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５重量％以下であるものに限る 。）  

（６）－３４３５ 

７２０９ ｛α－ ［（ ３－アミノプロピル）（ジメチル）シリル］－ω－（３－

アミノプロピル）ポリ［オキシ（ジメチルシランジイル ）］ ・４，

（７）－３３７１ 
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４′－ジシアノ－４，４′－ジアゼンジイルジペンタン酸重縮合物｝

を開始剤とする、α－｛１－［アルキル（Ｃ＝10～15）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（オ

キシエチレン）・α－（９－ ｛［ アルキル（Ｃ＝10～15）オキシ］メ

チル｝－４，８，11－トリオキサテトラデカ－１，13－ジエン－６－

イル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）・エトキシエテン・

１，１，２－トリフルオロ－２－（ヘプタフルオロプロポキシ）エテ

ン・２－（ビニルオキシ）エタノール・ペルフルオロプロパ－１－エ

ン共重合物の２－イソシアナトエチル＝メタクリラート付加物（水、

酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％

以下であるものに限る 。）  

７２１０ ２－エチルヘキシル＝アクリラート・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・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）－３４３６ 

７２１１ ２，３－ジヒドロキシプロピル＝［２－（メタクリロイルオキシ）エ

チル］カルバマート・Ｎ－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド・メ

（６）－３４３７ 
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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 。）  

７２１２ アリル［２－（メタクリロイルオキシ）エチル］（ジメチル）アンモ

ニウム＝クロリド・２－（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラー

ト・ブチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶で

あり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限

る 。）  

（６）－３４３８ 

７２１３ エチレン＝アセトアセタート＝メタクリラート・２－（ジメチルアミ

ノ）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チル＝アクリラート・２－ヒ

ドロキシエチル＝アクリラート・α－メタクリロイル－ω－メトキシ

ポリ（オキシエチレン）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）－３３７２ 

７２１４ （オクタン－１－オールとデカン－１－オールとドデカ－１－エン・

無水マレイン酸共重合物とブタン－１－オールと２－ヘキシルデカン

－１－オールの部分エステル化物）の１－（２－アミノエチル）イミ

ダゾリジン－２－オンによるアミド化物（水、酸及びアルカリに不溶

（６）－３４３９ 
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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 。）  

７２１５ α－ ｛［ ３－（２－ヒドロキシフェニル）プロピル］（ジメチル）シ

リル｝－ω－［３－（２－ヒドロキシフェニル）プロピル］ポリ［オ

キシ（ジメチルシランジイル ）］  

（７）－３３７３ 

７２１６ １，６－ジイソシアナトヘキサン・ナトリウム＝２－ ［（ ２－アミノ

エチル）アミノ］エタンスルホナート・（ヘキサン－１，６－ジオー

ル・無水フタル酸重縮合物）重付加物（分子量 1,000 未満の成分の含

有率が５％以下であるものに限る 。）  

（７）－３３７４ 

７２１７ ２－エチルヘキシル＝アクリラート・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・２

－ヒドロキシプロピル＝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）－３４４０ 

７２１８ １－シクロヘキシル－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・メタクリル酸共重合物の２－イソシア

ナトエチル＝メタクリラート付加物（水及び酸に不溶であり分子量

（６）－３４４１ 
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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 。）  

７２１９ ２－エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝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）－３４４２ 

７２２０ 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

し、ブチル＝２－｛［（ドデシルスルファニル）チオカルボニル］スル

ファニル｝－２－メチルプロパノアートを連鎖移動剤とする、アルキ

ル（Ｃ＝12～15、直鎖型及び分枝型）＝メタクリラート・オクタデシ

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・ヘキサデシル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに

不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに

限る 。）  

（６）－３４４３ 

７２２１ アルキル（Ｃ＝12～15、直鎖型及び分枝型）＝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・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）－３４４４ 
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７２２２ ３－（アクリロイルオキシ）プロパン酸・２－エチルヘキシル＝アク

リラート・ビニル＝アセタート・２－メトキシエチル＝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）－３４４５ 

７２２３ アジピン酸・12－アミノドデカン酸・α－（２－｛２－［２－アミノ

（メチル）エトキシ］（メチル）エトキシ｝（メチル）エチル）－ω

－（２－｛２－［２－アミノ（メチル）エトキシ］（メチル）エトキ

シ｝（メチル）エトキシ）テトラデカキス（オキシブタン－１，４－

ジイル）・３－（アミノメチル）－３，５，５－トリメチルシクロヘ

キサン－１－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）－３３７５ 

７２２４ ジフェニル＝カルボナート・ジメチル＝テレフタラート・２，２′－

［９Ｈ－フルオレン－９，９－ジイルビス（４，１－フェニレンオキ

シ ）］ ジエタノール重縮合物（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）－３３７６ 

７２２５ アジピン酸・エチレン＝グリコール・シクロヘキサン－１，４－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

（７）－３３７７ 
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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 。）  

７２２６ アクリルアミド・２－エチルヘキシル＝アクリラート・スチレン・２

－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・メタ

クリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに

不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに

限る 。）  

（６）－３４４６ 

７２２７ ２－ ［（ アリルオキシ）メチル］オキシラン・カリウム＝３－（アリ

ルオキシ）－２－ヒドロキシプロピル＝スルファート・クロロエテ

ン・２－ヒドロキシプロピル＝メタクリラート共重合物（水、酸及び

アルカリに不溶であり分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下で

あり、分子構造中の２－ ［（ アリルオキシ）メチル］オキシランの含

有率が14重量％以下であるものに限る 。）  

（６）－３４４７ 

７２２８ 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・カリウム＝３－（アリルオキシ）－２－ヒドロキシプロ

ピル＝スルファート・クロロエテン・２－ヒドロキシプロピル＝メタ

クリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量 1,000

未満の成分の含有率が１％以下であり、分子構造中の２－ ［（ アリル

（６）－３４４８ 



54 
 

オキシ）メチル］オキシランの含有率が14重量％以下であるものに限

る 。）  

７２２９ 過酢酸と［グリセリンと不飽和脂肪酸のトリエステル（大豆油由

来 ）］ の反応生成物（数平均分子量が 2,700 以下であるものに限

る 。）  

（２）－４１５０ 

７２３０ α－（カルボキシメチル）－ω－｛［（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－

１－イル］オキシ｝ポリ（ｎ＝１～12）（オキシエチレン）を主成分

（60％以上）とする、｛アルカン（Ｃ＝14，16，18，20，22、直鎖

型）－１－オールとα－［アルキル（Ｃ＝14，16，18，20，22、直鎖

型 ）］ －ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）とα－［アルケニル

（Ｃ＝14，16，18，20，22、直鎖型 ）］ －ω－ヒドロキシポリ（オキ

シエチレン）とアルケン（Ｃ＝14，16，18，20，22、直鎖型）－１－

オールとナトリウム＝クロロアセタートの反応生成物｝と塩酸の反応

生成物（数平均分子量が 600 以下であるものに限る 。）  

（７）－３３７８ 

７２３１ ヘプタンジニトリル （２）－４１５１ 

７２３２ ｔｒａｎｓ－４－エチル－ｔｒａｎｓ－４′－プロピルビシクロヘキ

サン 

（４）－１９６５ 
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７２３３ エテンスルホン酸・５，５，５－トリフルオロ－４－ヒドロキシ－４

－（トリフルオロメチル）ペンタン－２－イル＝メタクリラート共重

合物の末端１－メトキシ－２－メチル－１－オキソプロパン－２－イ

ル化物（分子量 1,000 未満の成分の含有率が３％以下であるものに限

る 。）  

（６）－３４４９ 

７２３４ ２－｛［（２，３－ジヒドロキシプロポキシ）カルボニル］アミノ｝エ

チル＝メタクリラート 

（２）－４１５２ 

７２３５ トリシクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカン－８－イル＝メタクリラ

ート・ベンジル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物のオキシラ

ン－２－イルメチル＝メタクリラート付加物（分子量 1,000 未満の成

分の含有率が１％以下であるものに限る 。）  

（６）－３４５０ 

７２３６ Ｎ，Ｎ′－ビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）

－Ｎ，Ｎ′－ヘキサン－１，６－ジイルジホルムアミド 

（５）－６９９２ 

   

 


