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優先評価化学物質の製造数量等の届出における「届出対象物質に関しての構造・組成につい

て参考となる事項を記載した書類」の添付について 

 

令和２年９月３０日 

経済産業省 製造産業局 

化学物質管理課 化学物質安全室 

 

「経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則（昭和 49 年通

商産業省令第 40 号。以下「施行規則」という。）」が改正され、平成 30 年８月 31 日に公布、

平成 31 年４月１日から施行されました。それに基づき、化学物質の審査及び製造等の規制

に関する法律（昭和 48 年法律第 117 号。以下「化審法」という。）第９条の規定による優

先評価化学物質の製造数量等の届出の際に、届出対象物質に関しての構造・組成について参

考となる事項を記載した書類（以下「添付書類」という。）を必要に応じて添付いただくこ

ととなりました。 

別紙１「届出対象物質に関しての構造・組成について参考となる事項を記載した書類を添

付する必要がある優先評価化学物質一覧（2021 年度届出（2020 年度実績））」に掲載した優

先評価化学物質については、届出書に記載された情報からだけでは化学物質を同定できな

いことから、より適切な化学物質の評価・管理を行うために、化学物質の構造・組成等の情

報が必要となっております。 

つきましては、2021 年度届出（2020 年度実績）において、別紙１に掲載した優先評価化

学物質について届出する際は、別紙２「届出対象物質に関しての構造・組成について参考と

なる事項記載要領」の事項の添付をお願いいたします。 

なお、それぞれの物質ごとに、添付書類の様式を用意しましたので、そちらに必要事項を

記載し、ご提出をお願いいたします。記載の際は、別紙２及び様式にある記入例を参考にし

てください。 

 

添付書類から、化学物質が取り扱われている実態を把握し、より適切なリスク評価を進め

てまいりたいと考えております。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 
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 別紙１ 

 

届出対象物質に関しての構造・組成について参考となる事項を記載した書類を 

添付する必要がある優先評価化学物質一覧（2021 年度届出（2020 年度実績）） 

 

通し番号 優先評価化学物質の名称 

222 

（アンヒドロ（又はジアンヒドロ）グルシトールとドデカン酸のモノエ

ステル）とα－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）のモノ

（又はポリ）エーテル 
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 別紙２ 

届出対象物質に関しての構造・組成について参考となる事項記載要領 
＜様式＞ 

 

優先評価化学物質通し番号２２２
Registration No.222 of Priority Assessment Chemical Substances 

（アンヒドロ（又はジアンヒドロ）グルシトールとドデカン酸のモノエステル）とα－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）のモノ（又はポリ）エーテル
Mono(or poly)ether of (mono ester of anhydro(or dianhydro)glucitol and dodecanoic acid) and alpha-hydro-omega-hydroxypoly(oxyethylene)

１．届出書情報
1. Noti fication Identi fication

※１　届出書に記載した物質名称を記載
*1 The substance name in the notification form(2. (1) ⑤)

２．構造・組成等の情報
2. Information on chemical structure and composition  

日本語又は英語のいずれかで記載してください。日本語と英語を併記する必要はありません。
Fill in either Japanese or English. 

アンヒドログルシトール誘導体が
2,5-ソルビタンの場合

If anhydroglucitol derivative is
2,5-sorbitan.

有無
Yes/No

繰り返し数
repeating number

有無
Yes/No

繰り返し数
repeating number

有無
Yes/No

繰り返し数
repeating number

有無
Yes/No

繰り返し数
repeating number

有無
Yes/No

繰り返し数
repeating number

有無
Yes/No

繰り返し数
repeating number

有無
Yes/No

繰り返し数
repeating number

※2　アンヒドログルシトールはソルビタンとも表記される。

*2　Anhydroglucitol is also referred to as sorbitan.

※3　ジアンヒドログルシトールはイソソルバイドとも表記される。

*3　Dianhydroglucitol is also referred to as isosorbide.

※4　各成分の含有率の合計が100％になるように記載
*4 The sum of weight % of each component should be 100%.

※　電子・光ディスクによる届出の場合は、PDF化せずExcelファイルのまま添付してください。

※　書面届出の場合は、本様式を横向きで印刷してください。

連絡担当者　
所属： 氏名：

電話番号： メールアドレス：

構造・組成等についての情報

The Chemical Structure and Composition

届出者の氏名又は名称

法人番号

環状構造の6位に置換する
エーテルのポリオキシエチレン

構造の有無（繰り返し数）
Polyoxyethylene ether

substituting at the sixth
position of the cyclic

structure

物質名称※１

CAS登録番号
（CAS RN）

用途
番号

詳細
用途
番号

出荷数量

（ｔ）

製造数量

（ｔ）

輸入数量

（ｔ）

1. アンヒドログルシトール※2 誘導体（6員環）

Anhydroglucitol *2 derivative (six cylcic members)

ソルビタンの環状構造に置換するエーテルのポリオキシエチレン構造について
Polyoxyethylene structures of ethers substituting sorbitan cyclic structure

2. アンヒドログルシトール※2 誘導体（5員環）

Anhydroglucitol *2 derivative (five cylcic members)

環状構造の3位に置換するエー
テルのポリオキシエチレン構造

の有無（繰り返し数）
Polyoxyethylene ether

substituting at the third
position of cyclic structure

(repeating number)

3. ジアンヒドログルシトール※3 誘導体（複数環）

Dianhydroglucitol *3 derivative (multiple cyclic structure)

各成分の重量割合（主成分）※４

Weight % of  each component (main component)*4脂肪酸モノエステルの置換位（1：2
位に置換。2：5位に置換。3：2位及
び5位の混合物。４：2位か5位の区

別不可。）
Binding position of fatty acid
monoesters to sorbitan cyclic
structure (1: at the second

position. 2: at the fifth position.
3: mixture of second and fith

position substitutes. 4: binding
position cannot be distinguished).

環状構造の3位に置換するエー
テルのポリオキシエチレン構造

の有無（繰り返し数）
Polyoxyethylene ether

substituting at the third
position of the cyclic structure

(repeating number)

ソルビタンの環状構造に置換するエーテルのポリオキシエチレン
構造について

Polyoxyethylene structures of ethers substituting sorbitan
cyclic structure

イソソルバイドの環状構造に置換するエーテルのポリオキシエチ
レン構造について

Polyoxyethylene structures of ethers substituting sorbitan
cyclic structure

環状構造の4位に置換するエー
テルのポリオキシエチレン構造

の有無（繰り返し数）
Polyoxyethylene ether

substituting at the fourth
position of cyclic structure

(repeating number)

環状構造の5位に置換するエー
テルのポリオキシエチレン構造

の有無（繰り返し数）
Polyoxyethylene ether
substituting at the fifth

position of cyclic structure
(repeating number)

脂肪酸エステル
のソルビタンへの
エステル結合位

置
Binding position

of fatty　acid
ester(s) to
isosorbide

環状構造の3位に置換するエー
テルのポリオキシエチレン構造

の有無（繰り返し数）
Polyoxyethylene ether

substituting at the third
position of the cyclic structure

環状構造の4位に置換するエー
テルのポリオキシエチレン構造

の有無（繰り返し数）
Polyoxyethylene ether

substituting at the fourth
position of the cyclic structure

(repeating number)

1.アンヒドログルシトール誘導体（6員環）の例（出典 J-Check)：

1. Example of anhydroglucitol derivative (6 cyclic member) (reference: J-Check)

1

2

3 4

5

6

ドデカン酸モノエステル

monododecanoate 赤字：置換位

in red: substituting position

エーテルのポリオキシエチレン構造

(青網掛け中のl,m,nはポリオキシエチレンの

繰り返し数）

Polyoxyethylene structure of ether (blue 

hatch: repeating number of 

2.アンヒドログルシトール誘導体（5員環）の例：

2. Example of anhydroglucitol derivative (5 cyclic 

member)

1

2

3
4

5

3.ジアンヒドログルシトール誘導体（複数環）の例：

3. Example of dianhydroglucitol derivative (multiple

cyclic structure)

1

2

3
4

5

6

1

2

3
4

5
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＜記載上の注意点＞  

〇「２．構造・組成等の情報」については、物質ごとに記載する項目が異なります。物質ご

とに異なる項目については、各様式に記載している注記を参照してください。 

〇届出書に記載した優先評価化学物質の通し番号、官報公示名称があらかじめ表示されて

いる様式をご利用ください。なお、同じ優先通し番号に該当する異なる化学物質を製造して

いるなど、ある優先通し番号について届出を複数行う場合は、届出書ごとに当該添付書類を

作成し、各々の届出書に添付してください。 

○届出物質が化審法運用通知２－１（２）③の規定により新規化学物質として取り扱わない

ものとされたブロック重合物やグラフト重合物に該当する場合には、本添付書類を作成い

ただく必要はありません。なお、届出物質が単一の優先評価化学物質通し番号に該当するブ

ロック重合物及びグラフト重合物である場合は、本添付書類を御提出いただく必要があり

ますので、御留意ください。 

○１つの化学物質について複数の用途がある場合は、用途番号及び詳細用途番号ごとに行

を分けて記載してください。 

○合計出荷数量１トン以上だが、各用途別出荷数量１トン未満の場合は、添付書類の用途

番号は空欄、出荷数量は合計出荷数量を記載してください。 

○輸入したものを自社内中間物として使用する場合は、添付書類の用途番号は空欄、出荷

数量は０トンと記載してください。 
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１．届出書情報 

・ 届出者の氏名又は名称 

   届出書の「①届出者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名」欄に

記載した届出者の氏名又は名称を記載してください。法人代表者の氏名の記載は必要

ありません。 

・ 法人番号 

    届出書の「②法人番号」欄に記載した法人番号を記載してください。 

・ 物質名称 

    届出書２．(1)⑤[物質名称]に記載した物質名称を記載してください。 

    ※製造・輸入した物質が優先評価化学物質の官報公示名称と一致する場合は、届出

書２．(1)④[官報公示名称]に記載した物質名称を記載してください。 

・ CAS登録番号（CAS RN） 

届出物質の CAS登録番号（CAS RN）を把握している場合は CAS登録番号（CAS RN）

を記載してください。 

 

２．構造・組成等の情報 

・ 用途番号及び詳細用途番号 

届出書の「出荷に係る用途番号」欄に記載した用途番号及び詳細用途番号を記載し

てください。 

・ 出荷数量 

具体的な用途ごとに出荷数量を記載してください。 

・ 製造数量 

具体的な用途ごとに製造数量を記載してください。 

・ 輸入数量具体的な用途ごとに輸入数量を記載してください。 

 

※電子届出または光ディスク届出の場合は、ファイル名に以下の点を追記のうえ添付して

ください。 

①ファイル名に届出者の事業者名を追記してください。 

 例： youshiki_yusen_●●経済産業株式会社.xlsx 

 ②同じ通し番号に該当する添付書類が複数ある場合は、ファイル名に枝番を追記してく

ださい。 

 例： youshiki_yusen_●●経済産業株式会社(1).xlsx 

  youshiki_yusen_●●経済産業株式会社(2).xlsx 

  youshiki_yusen_●●経済産業株式会社(3).xlsx 

   ・ 
   ・ 
   ・ 
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添付書類に関する問合わせ先 

 

・「２．構造・組成等の情報」の設問について 

 独立行政法人 製品評価技術基盤機構（NITE） 

  化学物質管理センター リスク評価課 

WEB問合せ：NITE 化審法連絡システム 

https://www.nite.go.jp/chem/kasinn/kasinnrenraku/toiawase/informationForm.ht

ml 

※お問い合わせ分類は「５．一般化学物質等の製造数量等の届出手続きに関するお問合

せ」を選択してください。 

TEL: 03-5738-2860 

 

・その他の問合せ 

 経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室 

  TEL: 03-3501-0605 

  FAX: 03-3501-2084 

  E-mail:qqhbbfa@meti.go.jp 

 

https://www.nite.go.jp/chem/kasinn/kasinnrenraku/toiawase/informationForm.html
https://www.nite.go.jp/chem/kasinn/kasinnrenraku/toiawase/informationForm.html

