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化学物質管理の現状

化学物質管理に関連する規制

労働安全衛生法 (H26改正)
消防法
化管法
毒物及び劇物取締法
水質汚濁防止法
悪臭防止法
廃掃法
外為法

有害な化学物質は身近にあふれている。
有害性の理解・有害性低減方法の検討・情報共有が重要

＜国内法 (例)＞ ＜国際的取り決め＞

REACH
TSCA
GHS
各種条約
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化学物質管理の現状

労働安全衛生法改正 (H26.6.25公布)

→ SDS (Safety Data Sheet)の活用

リスクアセスメントの義務化 (～H28.6までに施行予定)

○ 取り扱う化学物質の危険性・有害性等の調査

○ 危険・健康障害を防止するための処置を実施

化学物質のリスクを事前に察知して健康障害を防ぐ

◆一定の危険性、有害性が確認されている
化学物質を製造又は取り扱う全ての事業者が対象

(640物質で実施義務)
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Ｓafety Ｄata Ｓheet とは・・・

・化学品を安全に取り扱うための情報を記載した文書

SDS：安全データシート

・GHSに基づく表示が求められる

成分情報、物理化学的性質

有害性情報

火災時や漏出時の措置方法 など

記載事項・順序が決まっている。

未知の化学品取り扱い時にはSDSを確認！
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Ｓafety Ｄata Ｓheet とは・・・

・ 化学物質の有害性や取り扱い、規制法令等に関する
参考情報を供給事業者が使用者に提供

・ 提供義務のある物質は定められている
（適用範囲は年々広がっていく傾向）

日本のSDS制度
労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法、化管法*にて規定

化学物質使用者の安全・健康、環境の保護
化学物質の自主管理の改善を促進

※化管法 ・・・特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
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「化学品の分類および表示に関する世界調和システム
(GHS)」に基づく情報伝達

● JIS Z 7252
GHSに基づく化学物質等の分類方法

● JIS Z 7253
GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達
－ ラベル，作業場内表示及び安全データシート

GHSに対応する日本工業規格(JIS)が定められている。
JISに従うことにより、各法律に対応したSDSやラベルが作成可能
規定の順序で16項目の情報を日本語で記載する。

国連GHS文書（パープルブック）

Ｓafety Ｄata Ｓheet とは・・・
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1. 化学品及び会社情報
2. 危険有害性の要約
3. 組成及び成分情報
4. 応急措置
5. 火災時の措置
6. 漏出時の措置
7. 取扱い及び保管上の注意
8. ばく露防止及び保護措置
9. 物理的及び化学的性質

10. 安定性及び反応性
11. 有害性情報
12. 環境影響情報
13. 廃棄上の注意
14. 輸送上の注意
15. 適用法令
16. その他の情報

＜製品概要 ：1,2,3＞

＜緊急時の対応方法 ：4,5,6＞

＜安全な取扱い・廃棄方法・情報 ：7,8,13,14＞

＜性状情報 ：9,10,11,12＞

＜補足情報：15,16＞

SDSの構成
全16項目（5グループ）

化学品名・組成、危険有害性情報

事故等の対応方法を記載

取扱いに関する参考情報。
廃棄に関する注意点。

物理化学的危険性、健康・環境への有
害性の詳細

関連法令その他参考情報

Ｓafety Ｄata Ｓheet とは・・・
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弊社SDSの入手
http://www.kojundo.co.jp/

↓
元素別カタログ

例： Co,Powder

Ｓafety Ｄata Ｓheet とは・・・
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SDS例 ‒ 弊社SDS， Co・Powder

①GHS分類結果

②絵表示

③注意喚起語

各区分に割り当てられた文言

事故予防・対応/貯蔵/廃棄法等

Co,Powder（微粉末） 危険有害性の要約（2項）

④危険有害性情報

⑤注意書き

危険 or 警告
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GHS ‒ 危険有害性情報

＜爆発物＞

・引火源、着火源及び熱源を
避ける

＜支燃性，酸化性＞

・引火源、着火源及び熱源を
避ける
・可燃物との混合避ける

＜可燃性・引火性・自己反応性他＞

・引火源、着火源及び熱源を
避ける
・静電気対策

＜高圧ガス＞

・直射日光を避ける
・換気を十分に行う

物理化学的危険性

GHS分類基準に従って、危険有害性を示す絵表示等の要素が決まる。
・表示される絵表示を見れば、対象物質の危険有害性について大体
のイメージができる
・現在のJISで定められている絵表示は9種類
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GHS ‒ 危険有害性情報

＜急性毒性＞

・保護具着用
・吸入、誤飲をさける
・取扱い後は手洗い励行

＜環境有害性＞

・環境への排出を避ける
・漏出物は回収する

＜腐食性＞

・保護具着用、皮膚等につけ
ない
・耐腐食性容器を使用
（金属腐食性）

＜感嘆符＞

（危険性が比較的小さい区分
のものに表示）

＜健康有害性＞

・保護具着用
・体内への取り込みを避ける

健康・環境に対する有害性
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GHS ‒ 危険有害性情報

絵表示 絵表示なし

注意喚起後 危険 危険 警告 警告

危険有害性情報
極めて引火性の
高い液体および
蒸気

引火性の高い
液体および蒸気

引火性液体およ
び蒸気

可燃性液体

危険有害性区分 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

判定基準
引火点＜23℃
および

初留点≦35℃

引火点＜23℃
および

初留点＞35℃

引火点＞23℃
および

初留点≦60℃

引火点＜60℃
および

初留点≦93℃

例：引火性液体の分類と表示

危険性：大 危険性：小



4

株式会社高純度化学研究所
13/16

SDS例 ‒ 弊社SDS， Co・Powder
Co,Powder（微粉末）の危険有害性の要約

・燃える
→引火源、熱源避ける

・人体に有害
→保護具着用
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GHS対応ラベル

COBALT

純度 99%up
形状 Powder ca. 5μm

コバルト
Co

MW=58.9332
火気注意
禁水

1234567                  100g

1234567

SDSが手元に無くても危険有害性等の情報確認可能となった

例：弊社ラベル比較

＜新：GHS対応ラベル＞ ＜旧：非対応ラベル＞
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注意点

SDS・GHS対応ラベルを利用する上で・・・

・絵表示等の意味について理解する

・必ずしも十分な情報ではない場合がある

・他の情報源も重要

SDSは化学物質を安全に取り扱うための参考情報です

まずは「２.危険有害性の要約」の確認

「区分外」、「分類できない」等、表現の違いに注意。
新しい知見が得られている可能性。

他社SDS、文献、先輩からのアドバイス 等
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まとめ

・労安法が改正により、リスクアセスメントの実施が義務化。
使用する化学物質の危険有害性の情報を事前に入手する
必要が出てきた。
・海外向け対応を含め、規制範囲は今後も拡大していく

SDS確認が安全への第一歩！

・化学物質の安全な取扱いを行うための参考情報としてSDS
は有用
・SDSの構成はGHS/JISにより規定されている
・発行元が異なるSDSでも見方は同じ
・SDSのみに頼らず、様々な方法で情報を集めることも重要

SDS・GHS

化学物質管理の現状


