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○ 

厚 生 労 働 省  
経 済 産 業 省

環  境  省  

告 示 第 七 号  

 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 二 号 か ら 第 五 号 ま で の い ず れ か 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 九 年 七 月 三 十 一 日   

                厚 生 労 働 大 臣  塩 崎  恭 久  

                               経 済 産 業 大 臣  世 耕  弘 成  

                                 環 境 大 臣  山 本  公 一  

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第４条第１項の規定に

基づき、同項第２号から第５号までのいずれか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 

１ オクタヒドロインデン （４）－１９７０ 

２ ［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－ｔｅｒｔ－ブチルフェノー

ル・４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重付加物 

（７）－３４４８ 
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３ ４－（ヘキシルスルファニル）アニリン （３）－４６５８ 

４ １，３－ジヨード－５，５－ジメチルイミダゾリジン－２，４－ジオ

ン 

（５）－７００９ 

５ ３，４，５－トリメトキシトルエン （３）－４６５９ 

６ アルキル（Ｃ＝８を主成分（ 90％以上）とする、Ｃ＝７～９、直鎖型

及び分枝型）＝３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキ

シフェニル）プロパノアート 

（３）－４６６０ 

７ ｛［（エテン・プロペン共重合物）と無水マレイン酸の反応生成物］

と１－ビニル－１Ｈ－イミダゾールの反応生成物｝とＮ－フェニルベ

ンゼン－１，４－ジアミンの反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶

であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限

る。） 

（６）－３５１９ 

８ テレフタル酸・ビス（４－ヒドロキシフェニル）メタノン・４－ヒド

ロキシ安息香酸重縮合物（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）－３４４９ 

９ α－［ジメチル（ビニル）シリル］－ω－｛［ジメチル（ビニル）シ （７）－３４５０ 
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リル］オキシ｝－ポリ｛オキシ（ジメチルシランジイル）／オキシ［

メチル（３，３，４，４，５，５，６，６，６－ノナフルオロヘキシ

ル）シランジイル］／オキシ［メチル（３，３，３－トリフルオロプ

ロピル）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が１％以下であるものに限る。） 

１０ 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［

メチル（３，３，４，４，５，５，６，６，６－ノナフルオロヘキシ

ル）シランジイル］／オキシ［メチル（３，３，３－トリフルオロプ

ロピル）シランジイル］／オキシ［メチル（ビニル）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

有率が１％以下であるものに限る。） 

（７）－３４５１ 

１１ ４，４′－｛［２，２′－ビス（トリフルオロメチル）ビフェニル－

４，４′－ジイル］ビス（イミノカルボニル）｝二無水フタル酸・２

，２′－ビス（トリフルオロメチル）ベンジジン重縮合物（アミド酸

構造を有しないものに限る。）（水、酸及びアルカリに不溶であり、

（７）－３４５２ 
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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。） 

１２ アリル＝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・ブチル＝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（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）－３５２０ 

１３ アリル＝メタクリラート・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・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）－３５２１ 

１４ 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・２，３－ジヒドロキ

シプロピル＝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・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・ｔ

ｅｒｔ－ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・Ｎ－（２－メチル

（６）－３５２２ 
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－４－オキソペンタン－２－イル）アクリルアミド・メチル＝メタク

リラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000

未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

１５ ［４，４′－オキシ二安息香酸・２，２′－ジアミノ－４，４′－（

ヘキサフルオロプロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重縮合物］

・４，４′－オキシ二無水フタル酸・３，３′－ジアミノ－Ｎ，Ｎ′

－［（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・４，４，６，６－テ

トラメチル－５－オキサ－４，６－ジシラノナン－１，９－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）－３４５３ 

１６ 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・ナトリウム＝３，５－ビス［（２－ヒドロ

キシエトキシ）カルボニル］ベンゼンスルホナート重縮合物（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）－３４５４ 
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１７ ７，８，９－トリデオキシ－３，５：４，６－ビス－Ｏ－［（４－プ

ロピルフェニル）メチレン］－Ｄ－グリセロ－Ｌ－グロ－ノニトール 

（５）－７０１０ 

１８ ｛［６－オキソ－６Ｈ－６λ ５ －ジベンゾ［ｃ，ｅ］［１，２］オキ

サホスフィニンと（フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物）と４－

メトキシベンズアルデヒドの反応生成物］を主成分とする、６－オキ

ソ－６Ｈ－６λ ５ －ジベンゾ［ｃ，ｅ］［１，２］オキサホスフィニ

ンとフェノールとホルムアルデヒドと４－メトキシベンズアルデヒド

の反応生成物｝（主成分）とフェノール・ホルムアルデヒド重縮合物

の混合物 

（７）－３４５５ 

１９ ビス｛３－ヒドロキシ－４－［（４－メチル－２－スルホナトフェニ

ル）ジアゼニル］－２－ナフトエ酸｝＝一カルシウム塩＝一ストロン

チウム塩（主成分）と３－ヒドロキシ－４－［（４－メチル－２－ス

ルホナトフェニル）ジアゼニル］－２－ナフトエ酸＝一カルシウム塩

の混合物 

（４）－１９７１ 

２０ フェニルホスホン酸亜鉛（Ⅱ） （３）－４６６１ 

２１ ｔｒａｎｓ－４－［（１Ｅ）－プロパ－１－エン－１－イル］－ｔｒ （４）－１９７２ 
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ａｎｓ－４′－プロピル－１，１′－ビシクロヘキサン 

２２ ビスマス（Ⅲ）＝トリメタンスルホナート （２）－４１６３ 

２３ １－（｛［１－（６－｛４－［（２，２－ジメチル－１，３－ジオキ

ソラン－４－イル）メトキシ］－２－メチルベンゾイル｝－９－エチ

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 

（５）－７０１１ 

２４ ４－イソプロペニルフェノール・Ｎ－シクロヘキシルマレイミド・メ

タクリル酸・メタクリル酸＝（３－エチルオキセタン－３－イル）メ

チル・メタクリル酸＝２，３－エポキシプロピル・メタクリル酸＝テ

トラヒドロフルフリル共重合物（水及び酸に不溶であり、分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３５２３ 

２５ α－アリル－ω－メトキシポリ（オキシエチレン）・（マレイン酸の

ナトリウム塩）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）－３４５６ 

２６ アクリル酸・２－（アクリロイルオキシ）エチル＝水素＝スクシナー

ト・２－エチルヘキシル＝メタクリラート・スチレン・２－ヒドロキ

（６）－３５２４ 
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シエチル＝メタクリラート・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。） 

２７ アクリルアミド・アクリル酸・２－メチリデンコハク酸共重合物（酸

及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％

以下であるものに限る。） 

（６）－３５２５ 

２８ ビシクロ［２．２．１］ヘプタ－２－エン・２－メチルビシクロ［２

．２．１］ヘプタ－２－エン共重合物（開環重合物に限る。）の水素

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る。） 

（６）－３５２６ 

２９ 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・２，３－ジヒドロキ

シプロピル＝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＝アクリラート・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・Ｎ－（２－メチル－４－オキ

ソペンタン－２－イル）アクリルアミド・メチル＝メタクリラート共

（６）－３５２７ 
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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。） 

３０ ２－オキソオキソラン－３－イル＝メタクリラート・２－ヒドロキシ

プロピル＝メタクリラート・ベンジル＝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）－３５２８ 

３１ 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・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）－３４５７ 

３２ （３－エチルオキセタン－３－イル）メチル＝メタクリラート・オキ

ソラン－２－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）－３５２９ 
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３３ アクリル酸・２－エチルヘキシル＝アクリラート・２－エチルヘキシ

ル＝メタクリラート・エチレン＝６－ヒドロキシヘキサノアート＝メ

タクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン・２－ヒ

ドロキシプロピル＝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）－３５３０ 

３４ 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・２－エチルヘキシル＝メタクリラート・エチレン＝６－

ヒドロキシヘキサノアート＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタ

クリラート・２－ヒドロキシプロピル＝メタクリラート・ブチル＝ア

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）－３５３１ 

３５ アクリル酸・２－エチルヘキシル＝アクリラート・２－エチルヘキシ

ル＝メタクリラート・エチレン＝６－ヒドロキシヘキサノアート＝メ

タクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・２－ヒドロキシプ

（６）－３５３２ 
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ロピル＝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。） 

３６ クロロエテン・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＝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）・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。） 

（７）－３４５８ 

３７ １－クロロ－１，２，２－トリフルオロエテン・シクロヘキシル＝ア

クリラート・トリメトキシ（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）－３５３３ 

３８ オキサシクロヘプタデカ－ 10－エン－２－オン （５）－７０１２ 

３９ ２－メトキシプロパン－１，３－ジオールと３－メトキシプロパン－

１，２－ジオールの混合物 

（２）－４１６４ 

４０ ペンタコサオキシド六バナジウム酸十カルシウムを主成分とする、バ （１）－１２５５ 
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ナジウム酸カルシウム 

４１ ２－（クロロメチル）オキシランと（ナフタレン－２，７－ジオール

とフェニルメタノールの反応生成物（環置換反応生成物を含むものに

限る。））の縮合反応生成物 

（７）－３４５９ 

４２ （２，４－ジエチルペンタン－１，５－ジオール（又は２－ブチル－

２－エチルプロパン－１，３－ジオール）とメチルシクロヘキサン－

１，２－ジカルボン酸無水物の１：２付加反応生成物）を主成分とす

る、２，４－ジエチルペンタン－１，５－ジオールと２－ブチル－２

－エチルプロパン－１，３－ジオールとメチルシクロヘキサン－１，

２－ジカルボン酸無水物の反応生成物 

（３）－４６６２ 

４３ シクロヘキサン－１，２，４－トリカルボン酸＝１，２－無水物と［

（ヒドロキシメチル）トリシクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカニル

］メタノールとメチルシクロヘキサン－１，２－ジカルボン酸無水物

の反応生成物 

（４）－１９７３ 

４４ ストロンチウム＝３－ヒドロキシ－４－［（４－メチル－２－スルホ

ナトフェニル）ジアゼニル］－２－ナフトアート 

（４）－１９７４ 
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４５ （末端に（２－エチルヘキサノイル）オキシ基（又は（２，３－ジヒ

ドロキシプロピル）スルファニル基又はｔｅｒｔ－ブチル基又はｔｅ

ｒｔ－ブトキシ基又はヘプタン－３－イル基又はメチル基）を有する

、オキシラン－２－イルメチル＝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・ブチル＝アクリラート・ブチル＝

メタクリラート・ベンジル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル

＝メタクリラート共重合物）のカリウム塩 

（６）－３５３４ 

４６ １，３－ジブロモ－５－｛［３，５－ジブロモ－４－（２，３－ジブ

ロモプロポキシ）フェニル］スルホニル｝－２－（２，３－ジブロモ

プロポキシ）ベンゼンを主成分とする、｛［３－クロロ（又はブロモ

）プロペンと（臭素と４，４′－スルホニルジフェノールの反応生成

物）の反応生成物］と臭素の付加反応生成物｝ 

（３）－４６６３ 

４７ ビス（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・α－（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）・プロパン－１，２－ジアミン重付加物（数平

（７）－３４６０ 
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均分子量が 1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びア

ルカリに不溶であるものに限る。） 

４８ アクリル酸・オクチル＝アクリラート・シクロヘキシル＝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＝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とオキシラン－

２－イルメチル＝メタクリラートの付加反応生成物（数平均分子量が

1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不

溶であるものに限る。） 

（６）－３５３５ 

４９ （オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート・スチレン・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

重合物とメタクリル酸の反応生成物（分子構造中にオキシラン環を含

まないものに限る。））とシクロヘキサ－４－エン－１，２－ジカル

ボン酸無水物の反応生成物（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る。） 

（６）－３５３６ 

５０ α－［３－（ジブチルアミノ）－２－ヒドロキシプロピル］－ω－［

３－（ジブチルアミノ）－２－ヒドロキシプロポキシ］ポリ［オキシ

（７）－３４６１ 
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（メチルエチレン）］・３－（トリエトキシシリル）プロパン－１－

アミン・ビス（４－イソシアナトシクロヘキシル）メタン・ヒドラジ

ン・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシブタン－１，４－ジイ

ル）・α－ヒドロ－ω－メトキシポリ（オキシエチレン）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。） 

５１ シクロヘキシル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・メチル＝

メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３５３７ 

５２ アクリル酸・アクリロニトリル・スチレン・２－ヒドロキシエチル＝

メタクリラート・ブタ－１，３－ジエン・２－メチリデンコハク酸・

メチル＝メタクリラート共重合物のカリウム及びナトリウム混合塩（

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）－３５３８ 

５３ アクリル酸・アクリル酸エチル・アクリル酸＝２－エチルヘキシル・

アクリル酸＝２－ヒドロキシエチル・スチレン・Ｎ－（ブトキシメチ

（６）－３５３９ 
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ル）アクリルアミド・メタクリル酸メチル共重合物（水及び酸に不溶

であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限

る。） 

５４ アリルコハク酸無水物 （５）－７０１３ 

５５ α－［２－（メタクリロイルオキシ）エチル］－ω－ヒドロキシポリ

［オキシ（１－オキソヘキサン－１，６－ジイル）］（数平均分子量

が 1,900 以下であるものに限る。） 

（７）－３４６２ 

５６ ４－エトキシ－２，３－ジフルオロ－４′－（ｔｒａｎｓ－４－ペン

チルシクロヘキシル）－１，１′－ビフェニル 

（４）－１９７５ 

５７ ビス（［１，３］ベンゾイミダゾ）［２，１－ａ : １′，２′－ｂ′

］アントラ［２，１，９－ｄｅｆ：６，５， 10－ｄ′ｅ′ｆ′］ジイ

ソキノリン－６， 11－ジオンとビス（［１，３］ベンゾイミダゾ）［

２，１－ａ：２′，１′－ａ′］アントラ［２，１，９－ｄｅｆ：６

，５， 10－ｄ′ｅ′ｆ′］ジイソキノリン－ 10， 21－ジオンの混合物 

（５）－７０１４ 

５８ ４，４′，４′′－（エタン－１，１，１－トリイル）トリフェノー

ルと６－ジアゾ－５－オキソ－５，６－ジヒドロナフタレン－１－ス

（４）－１９７６ 



17 

 

ルホン酸のエステル化反応生成物 

５９ ジエチル＝カルボナート・α，α′，α′′－プロパン－１，２，３

－トリイルトリス［ω－ヒドロキシポリ（ｎ＝１～４）（オキシエチ

レン）］・３－メチルペンタン－１，５－ジオール重縮合物 

（７）－３４６３ 

６０ ５，５′，５′′－トリス（ヘキシルオキシ）－６，６′，６′′－

トリメチル－２，２′，２′′－（１，３，５－トリアジン－２，４

，６－トリイル）トリフェノール 

（５）－７０１５ 

６１ ２，２－ジメチル－３－メチリデンビシクロ［２．２．１］ヘプタン

とフェノールの１：１反応生成物を主成分（ 60％以上）とする、２，

２－ジメチル－３－メチリデンビシクロ［２．２．１］ヘプタンとフ

ェノールの反応生成物（分子量が 460 以下であるものに限る。） 

（４）－１９７７ 

６２ 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＝メタクリラート・メチル＝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。） 

（６）－３５４０ 

６３ ２，２，２－トリフルオロエチル＝メタクリラート・ブチル＝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

（６）－３５４１ 
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満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

６４ ２－エチルヘキシル＝アクリラート・２－ヒドロキシルエチル＝アク

リラート・４－ヒドロキシルブチル＝アクリラート・ブチル＝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）

・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。） 

（７）－３４６４ 

６５ アクリルアミド・アクリル酸・２－フェノキシエチル＝アクリラート

・ブチル＝アクリラート・ベンジル＝アクリラート・メチル＝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）－３５４２ 

６６ 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）－３４６５ 

６７ （アジピン酸・ブタン－１，４－ジオール重縮合物）・１－イソシア （７）－３４６６ 
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ナト－３－（イソシアナトメチル）－３，５，５－トリメチルシクロ

ヘキサン・エタン－１，２－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・［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］・２，３

（又は２，４又は２，５又は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・

α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）・ブタン－１，

４－ジオール重付加物（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。） 

６８ （アジピン酸・ブタン－１，４－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）・［（アジピン

酸・３－メチルペンタン－１，５－ジオール重縮合物）・ナトリウム

＝３，５－ジカルボキシベンゼンスルホナート重縮合物］・アジポヒ

ドラジド・２，３（又は２，４又は２，５又は２，６）－ジイソシア

ナトトルエン・ブタン－１，４－ジオール重付加物（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

（７）－３４６７ 
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溶であるものに限る。） 

６９ ２－［（２－アミノエチル）アミノ］エタノール・［５－イソシアナ

ト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘ

キサン・２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－

ジオール・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチル

プロパン酸・α－（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）重付加物］・

ピペラジン重付加物（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）－３４６８ 

７０ （５－エチリデンビシクロ［２．２．１］ヘプタ－２－エン・エテン

・プロペン共重合物（開環重合物を含まないものに限る。））・２－

エチルスチレン・３－エチルスチレン・４－エチルスチレン・１，３

－ジビニルベンゼン・１，４－ジビニルベンゼン共重合物（ラジカル

カップリング反応生成物を含むものに限る。）（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。） 

（６）－３５４３ 
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７１ （５－エチリデンビシクロ［２．２．１］ヘプタ－２－エン・エテン

・プロペン共重合物（開環重合物を含まないものに限る。））・１，

３－ジビニルベンゼン・１，４－ジビニルベンゼン共重合物（ラジカ

ルカップリング反応生成物を含むものに限る。）（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。） 

（６）－３５４４ 

７２ （５－エチリデンビシクロ［２．２．１］ヘプタ－２－エン・エテン

・プロペン共重合物（開環重合物を含まないものに限る。））・１，

１′－（１，３－フェニレン）ビス（１Ｈ－ピロール－２，５－ジオ

ン）共重合物（ラジカルカップリング反応生成物を含むものに限る。

）（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。） 

（６）－３５４５ 

７３ ４，４′－オキシ二安息香酸・２，２′－ジアミノ－４，４′－（ヘ

キサフルオロプロパン－２，２－ジイル）ジフェノール・３，３′，

５，５′－テトラキス（メトキシメチル）ビフェニル－４，４′－ジ

オール・トリシクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカン－３，８（又は

（７）－３４６９ 
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３，９又は４，８）－ジカルボン酸・ビフェニル－４，４′－ジオー

ル重縮合物とビシクロ［２．２．１］ヘプタ－５－エン－２，３－ジ

カルボン酸無水物のアミド酸化及びイミド化反応生成物（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。） 

７４ 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・２－メチルペンタン－１，５－

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）－３４７０ 

７５ アクリル酸・２－エチルヘキシル＝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・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）－３５４６ 

７６ アクリル酸・アクリロニトリル・スチレン・Ｎ－（ヒドロキシメチル

）アクリルアミド・ブチル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアル

（６）－３５４７ 
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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。） 

７７ アクリロニトリル・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート共重合物

（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有

率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３５４８ 

７８ アジピン酸・イソフタル酸・エチレン＝グリコール・［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

］・テレフタル酸・［４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフ

ェノールと２－メチルオキシランの反応生成物］・ベンゼン－１，２

，４－トリ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）－３４７１ 

７９ エテノール・［Ｎ－オクタデシルメタクリルアミドを主成分（ 90％以

上）とする、Ｎ－（アルキル（Ｃ＝ 16～ 20、直鎖型））メタクリルア

ミド］・ビニル＝アセタート共重合物（分子量 1,000 未満の成分の含

有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３５４９ 

８０ １，４：３，６－ジアンヒドログルシトール・ジフェニル＝カルボナ （７）－３４７２ 
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ート・ヘキサン－１，６－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。） 

８１ ９－ビニル－９Ｈ－カルバゾール・メチル＝アクリラート・メチル＝

２－（ヒドロキシメチル）アクリラート・メチル＝メタクリラート共

重合物のδ－ラクトン化物（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）－３５５０ 

８２ スチレン・ブチル＝メタクリラート・２－メチリデンコハク酸・メチ

ル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分

子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３５５１ 

８３ １，３，３－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－オン （４）－１９７８ 

８４ ジフルオリドビス（オキサラト－κ ２ Ｏ 1 ，Ｏ ２ ）リン酸（１－）リ

チウム 

（２）－４１６５ 

８５ ３，９－ジメチル－６－オキサ－３，９－ジアザデカン－１－オール （２）－４１６６ 

８６ 五ナトリウム＝６－クロロ－３，３′－（｛６－［（２－スルホナト

エチル）アミノ］－１，３，５－トリアジン－２，４－ジイル｝ビス

（５）－７０１６ 
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｛イミノ［２－クロロ－５－（３－スルホナトプロポキシ）－４，１

－フェニレン］ジアゼンジイル｝）ジベンゼンスルホナートと五ナト

リウム＝６，６′－ジクロロ－３，３′－（｛６－［（２－スルホナ

トエチル）アミノ］－１，３，５－トリアジン－２，４－ジイル｝ビ

ス｛イミノ［２－クロロ－５－（３－スルホナトプロポキシ）－４，

１－フェニレン］ジアゼンジイル｝）ジベンゼンスルホナート（主成

分、 95％以上）と四ナトリウム＝６，６′－ジクロロ－３，３′－（

（６－ヒドロキシ－１，３，５－トリアジン－２，４－ジイル）ビス

｛イミノ［２－クロロ－５－（３－スルホナトプロポキシ）－４，１

－フェニレン］ジアゼンジイル｝）ジベンゼンスルホナートの混合物 

８７ ２－（｛４－［（２－アミノエチル）アミノ］－６－（ベンジルアミ

ノ）－１，３，５－トリアジン－２－イル｝アミノ）ベンゼン－１，

４－ジスルホン酸とアンモニアと塩化ナトリウムと｛［（クロロスル

ホニル）－１，８， 15（又は１，８， 18又は１， 11， 15又は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）と［モノ（又はジ）（クロロスルホニル）－１

（５）－７０１７ 
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，８（又は１， 11又は１， 15又は１， 18又は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）

と［モノ（又はジ又はトリ）（クロロスルホニル）－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）

と［モノ（又はジ又はトリ又はテトラ）（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｝の反応生成物 

８８ 四（ナトリウム（又はリチウム））＝２，５－ジヒドロキシ－６－（

｛４－［（６－メトキシ－５（又は７）－スルホナト－１，３－ベン

ゾチアゾール－２－イル）ジアゼニル］－５－メチル－２－（３－ス

ルホナトプロポキシ）フェニル｝ジアゼニル）ナフタレン－１，７－

ジスルホナートと六（ナトリウム（又はリチウム））＝５－ヒドロキ

シ－４－｛［５－ヒドロキシ－６－（｛４－［（６－メトキシ－５（

又は７）－スルホナト－１，３－ベンゾチアゾール－２－イル）ジア

ゼニル］－５－メチル－２－（３－スルホナトプロポキシ）フェニル

｝ジアゼニル）－１，７－ジスルホナト－２－ナフチル］ジアゼニル

（５）－７０１８ 
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｝－１－（４－スルホナトフェニル）－１Ｈ－ピラゾール－３－カル

ボキシラート（主成分、 95％以上）の混合物 

８９ Ｎ，Ｎ′－ビス（２－｛３－［（Ｅ）－オクタデセニル］－２，５－

ジオキソピロリジン－１－イル｝エチル）－Ｎ，Ｎ′－［（アセチル

イミノ）ジエチレン］ジアセトアミドを主成分（ 50％以上）とする、

｛［（オクタデセンと無水マレイン酸の付加反応生成物）と３，６，

９－トリアザウンデカン－１， 11－ジアミンのイミド化反応生成物］

と無水酢酸のアミド化反応生成物｝ 

（５）－７０１９ 

９０ ［（スルホフタロシアニン－ 29， 31－ジイド－κ ４ Ｎ 29 ，Ｎ 30 ，Ｎ 31

，Ｎ 32 ）銅と（ロジンの水素化反応生成物）の混合物］のストロンチ

ウム塩を主成分とする、塩化カルシウムと塩化ストロンチウムと［（

モノ（又はジ）スルホフタロシアニン－ 29， 31－ジイド－κ ４ Ｎ 29 ，

Ｎ 30 ，Ｎ 31 ，Ｎ 32 ）銅］と（ロジンの水素化反応生成物）の反応生成

物 

（５）－７０２０ 

９１ ジオクチル＝（ジスルファンジイル）ジアセタート （２）－４１６７ 

９２ １，１，１，２，２，３，４，５，６，６，７，７，７－トリデカフ （２）－４１６８ 
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ルオロ－５－メトキシヘプタ－３－エンを主成分（ 40％以上）とする

、トリデカフルオロ（メトキシ）ヘプテン 

９３ シクロヘキサン－１，４－ジカルボン酸・４－ヒドロキシ安息香酸・

ビフェニル－４，４′－ジオール重縮合物（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）－３４７３ 

９４ イソフタル酸・シクロヘキサン－１，４－ジカルボン酸・４－ヒドロ

キシ安息香酸・ビフェニル－４，４′－ジオール重縮合物（水、酸及

びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以

下であるものに限る。） 

（７）－３４７４ 

９５ ５－エチルビシクロ［２．２．１］ヘプタ－２－エン・４，４ａ，９

，９ａ－テトラヒドロ－１Ｈ－１，４－メタノフルオレン・ビシクロ

［２．２．１］ヘプタ－５－エン－２，３－ジカルボン酸無水物共重

合物（開環重合物に限る。）の水素化物（ベンゼン環が水素化されな

いものに限る。）（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。） 

（６）－３５５２ 
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９６ ジフェニル＝カルボナート・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキ

シエチレン）・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・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）－３４７５ 

９７ ３－（アリルオキシ）プロパン－１，２－ジオール・エチレン＝アセ

トアセタート＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・２－メチリ

デンコハク酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカ

リに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下である

ものに限る。） 

（６）－３５５３ 

９８ （イソプレン・スチレン共重合物の水素化物）とトリメトキシ（ビニ

ル）シランの反応生成物（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。） 

（６）－３５５４ 

９９ ４，４′－オキシジアニリン・シクロヘキサン－１，２，４，５－テ

トラカルボン酸重縮合物（ポリイミドに限る。）（水、酸及びアルカ

（７）－３４７６ 
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リに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下である

ものに限る。） 

１００ ｐ－クレゾール・４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル

）フェノール・ホルムアルデヒド・レソルシノール重縮合物（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）－３４７７ 

１０１ エテンスルホン酸の反応生成物（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）－３５５５ 

１０２ エチレン＝グリコール・１，４：３，６－ジアンヒドログルシトール

・シクロヘキサン－１，４－ジイルジメタノール・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）－３４７８ 

１０３ α－ヒドロ－ω－ヒドロキシ－ポリ［オキシ（２，６－ジメチル－１

，４－フェニレン）］―オキシ（２－メトキシ－１，４－フェニレン

）プロパン－１，３－ジイル（ジメチルシランジイル）―ポリ［オキ

シ（ジメチルシランジイル）］―プロパン－１，３－ジイル（３－メ

（７）－３４７９ 
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トキシ－１，４－フェニレン）―ポリ［オキシ（３，５－ジメチル－

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。） 

１０４ スチレン・２－ヒドロキシ－３－［（３－ビニルベンジル）オキシ］

プロピル＝メタクリラート・２－ヒドロキシ－３－［（４－ビニルベ

ンジル）オキシ］プロピル＝メタクリラート・１－フェニル－１Ｈ－

ピロール－２，５－ジオン・ベンジル＝メタクリラート・１－（メタ

クリロイルオキシ）－３－［（３－ビニルベンジル）オキシ］プロパ

ン－２－イル＝水素＝スクシナート・１－（メタクリロイルオキシ）

－３－［（４－ビニルベンジル）オキシ］プロパン－２－イル＝水素

＝スクシナート共重合物（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）－３５５６ 

１０５ アジポヒドラジド・［オキセパン－２－オンとα－（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）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

（７）－３４８０ 
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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。） 

１０６ トリシクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカン－８－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＝１～３）

［オキシ（１－オキソペンタン－１，５－ジイル）］・ベンジル＝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。） 

（７）－３４８１ 

１０７ Ｎ－（２－アミノエチル）エタン－１，２－ジアミンと［アンモニア

と１，２－ビス（オキシラン－２－イルメトキシ）エタンと水と無水

マレイン酸・２－メチルプロペン共重合物の開環反応生成物］の反応

生成物（数平均分子量が 1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶

媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。） 

（７）－３４８２ 

１０８ オキシラン－２－イルメタノールと（｛α－ヒドロ－ω－ヒドロキシ

－ポリ［オキシ（｛３－［（２－アミノエチル）アミノ］プロピル｝

（メチル）シランジイル）／オキシ（ジメチルシランジイル）］と４

（７）－３４８３ 
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－メチル－１，３－ジオキソラン－２－オンの反応生成物｝と無水コ

ハク酸のアミド化反応生成物）の付加反応生成物（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。） 

１０９ ｛α－ヒドロ－ω－ヒドロキシ－ポリ［オキシ（｛３－［（２－アミ

ノエチル）アミノ］プロピル｝（メチル）シランジイル）／オキシ（

ジメチルシランジイル）］と無水酢酸の反応生成物｝と無水コハク酸

のアミド化反応生成物（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。） 

（７）－３４８４ 

１１０ スチレン・ドデシル＝メタクリラート・トリデシル＝メタクリラート

・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メ

タクリラート・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・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・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）－３５５７ 



34 

 

１１１ アクリル酸・２－エチルヘキシル＝アクリラート・オキシラン－２－

イルメチル＝メタクリラート・シクロヘキシル＝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・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラ

ート・メタクリル酸・Ｎ－（２－メチル－４－オキソペンタン－２－

イル）アクリルアミド・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８重量％以下であるものに限る。） 

（６）－３５５８ 

１１２ 末端にドデシルスルファニル基を有する、アクリルアミド・スチレン

・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・２－メチリデンコハク酸・

４－メチル－２，４－ジフェニルペンタ－１－エン共重合物のナトリ

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）－３５５９ 

１１３ Ｌ－アラニル－Ｌ－チロシン （３）－４６６４ 

１１４ ２－（２－ピリジル）エタンチオール （５）－７０２１ 
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１１５ ２－エチル－２，３－ジヒドロチエノ［３，４－ｂ］［１，４］ジオ

キシン 

（５）－７０２２ 

１１６ １－アダマンチル（トリメチル）アンモニウム＝ヒドロキシド （４）－１９７９ 

１１７ 十一（ナトリウム（又はリチウム））＝５，５′－ビス［（４－スル

ホナトフェニル）ジアゼニル］－２，２′－｛［６－（４－｛４－［

５－メチル－２－（３－スルホナトプロポキシ）－４－（｛４－［（

４－スルホナトフェニル）ジアゼニル］フェニル｝ジアゼニル）アニ

リノ］－６－［５－メチル－２－（３－スルホナトプロポキシ）－４

－（｛２－スルホナト－４－［（４－スルホナトフェニル）ジアゼニ

ル］フェニル｝ジアゼニル）アニリノ］－１，３，５－トリアジン－

２－イル｝ピペラジン－１－イル）－１，３，５－トリアジン－２，

４－ジイル］ビス｛イミノ［２－メチル－５－（３－スルホナトプロ

ポキシ）－４，１－フェニレン］ジアゼンジイル｝｝ジベンゼンスル

ホナートと十二（ナトリウム（又はリチウム））＝５，５′，５′′

，５′′′－テトラキス［（４－スルホナトフェニル）ジアゼニル］

－２，２′，２′′，２′′′－［（ピペラジン－１，４－ジイル）

（５）－７０２３ 



36 

 

ビス（（１，３，５－トリアジン－６，２，４－トリイル）ビス｛イ

ミノ［２－メチル－５－（３－スルホナトプロポキシ）－４，１－フ

ェニレン］ジアゼンジイル｝）］テトラベンゼンスルホナート（主成

分）と六（ナトリウム（又はリチウム））＝５，５′－ビス［（４－

スルホナトフェニル）ジアゼニル］－２，２′－（［６－（ピペラジ

ン－１－イル）－１，３，５－トリアジン－２，４－ジイル］ビス｛

イミノ［２－メチル－５－（３－スルホナトプロポキシ）－４，１－

フェニレン］ジアゼンジイル｝）ジベンゼンスルホナートの混合物 

１１８ ６－オキソ－６Ｈ－６λ ５ －ジベンゾ［ｃ，ｅ］［１，２］オキサホ

スフィニンとヒドロキシベンズアルデヒドの反応生成物 

（７）－３４８５ 

１１９ １，４－ジメチルピペラジン （５）－７０２４ 

１２０ Ｎ－［（４（又は５又は６又は７）－メチル－１Ｈ－１，２，３－ベ

ンゾトリアゾール－１－イル）メチル］ビス［４－（２，４，４－ト

リメチルペンチル）フェニル］アミンを主成分とする、（ジフェニル

アミンと２，４，４－トリメチルペンタ－１－エンの反応生成物）と

ホルムアルデヒドと４（又は５）－メチル－１Ｈ－１，２，３－ベン

（５）－７０２５ 
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ゾトリアゾールの反応生成物 

１２１ （Ｚ）－１－クロロ－３，３，３－トリフルオロプロペン （２）－４１６９ 

１２２ アクリル酸・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・ブチル＝アクリ

ラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不

溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに

限る。） 

（６）－３５６０ 

１２３ 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－（｛［３，３′，５，５′－テトラメチル

－４′－（オキシラン－２－イルメトキシ）ビフェニル－４－イル］

オキシ｝メチル）オキシランを主成分（ 70％以上）とする、２－（ク

ロロメチル）オキシランと３，３′，５，５′－テトラメチルビフェ

ニル－４，４′－ジオールの反応生成物］・４，４′－（１－フェニ

ルエタン－１，１－ジイル）ジフェノール重付加物（水、酸及びアル

カリに不溶であり、数平均分子量が 10,000 以上であり、分子量 1,000

未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（７）－３４８６ 

１２４ エチルスチレン・エチレン＝ジメタクリラート・ジビニルベンゼン・ （６）－３５６１ 
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スチレン・ｔｅｒｔ－ブチル＝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。） 

１２５ アクリルアミド・イソブチル＝メタクリラート・イソプロペニルベン

ゼン・エチル＝アクリラート・２－エチルヘキシル＝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（

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。） 

（６）－３５６２ 

１２６ アクリル酸・スチレン・無水マレイン酸・メタクリル酸共重合物のカ

リウム及びナトリウム混合塩（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）－３５６３ 

１２７ エタン－１，２－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・ビス（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・α－（６－ヒドロキシヘキシル）－ω－ヒドロキシポリ（

（７）－３４８７ 
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オキシカルボニルオキシヘキサン－１，６－ジイル）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。） 

１２８ （アジピン酸・３－メチルペンタン－１，５－ジオール重縮合物）・

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・２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３

－ジオール・ビス（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・３－メ

チルペンタン－１，５－ジオール重付加物（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）－３４８８ 

１２９ ４，４，４－トリフルオロ－３－ヒドロキシ－２－メチル－３－（ト

リフルオロメチル）ブタン－２－イル＝メタクリラート・１，１，１

－トリフルオロ－２－ヒドロキシ－６－メチル－２－（トリフルオロ

メチル）ヘプタン－４－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

（６）－３５６４ 
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であるものに限る。） 

１３０ エチレン＝グリコール・シクロヘキサン－１，４－ジイルジメタノー

ル・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・α－（４－

ヒドロキシブチル（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ブタン－１，４－ジイル／オキシ

カルボニルオキシヘキサン－１，６－ジイル）・水重付加物（水、酸

及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％

以下であるものに限る。） 

（７）－３４８９ 

１３１ エチル＝アクリラート・２－エチルヘキシル＝アクリラート・スチレ

ン・メタクリル酸・メチル＝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）－３５６５ 

１３２ ２－エチルヘキシル＝アクリラート・２－エチルヘキシル＝メタクリ

ラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝

アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量

（６）－３５６６ 
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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。） 

１３３ 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・

２－エチルヘキシル＝メタクリラート・シクロヘキシル＝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・４－ヒド

ロキシブチル＝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）－３５６７ 

１３４ アクリル酸・シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン・ドデシル

＝メタクリラート・トリデシル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラ

ート・α－［２－（メタクリロイルオキシ）エチル］－ω－ヒドロキ

シポリ［オキシ（１－オキソヘキサン－１，６－ジイル）］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。） 

（７）－３４９０ 

１３５ 酢酸＝３－ヒドロキシ－３－メチルブチル （２）－４１７０ 

１３６ 二酢酸＝３－メチルブタン－１，３－ジイル （２）－４１７１ 

１３７ ブタ－３－エン－１，２－ジオール （２）－４１７２ 
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１３８ ピリジン－３，４－ジカルボン酸 （５）－７０２６ 

１３９ ２，８， 12， 18－テトラオキサ－４，６， 14， 16－テトラアザ－３，

７， 13， 17（１，２）－テトラベンゼナスピロ［９．９］ノナデカフ

ァン－４，５， 14， 15－テトラエン 

（５）－７０２７ 

１４０ アクリルアミド・Ｎ－（３－アクリルアミドプロパン－１－イル）－

Ｎ，Ｎ，Ｎ′，Ｎ′，Ｎ′－ペンタメチル－Ｎ，Ｎ′－（２－ヒドロ

キシプロパン－１，３－ジイル）ジアンモニウム＝ジクロリド・Ｎ－

［３－（ジメチルアミノ）プロパン－１－イル］アクリルアミド・２

－メチリデンコハク酸共重合物（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）－３５６８ 

１４１ １，３－ビス（３－｛トリス［アルキル（Ｃ＝１又は２）オキシ］シ

リル｝プロパン－１－イル）尿素と１－（３－｛トリス［アルキル（

Ｃ＝１又は２）オキシ］シリル｝プロパン－１－イル）尿素の混合物 

（２）－４１７３ 

１４２ ブタン－１，４－ジオール・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－エチル

－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール・（アジピ

（７）－３４９１ 
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ン酸・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・テレフタル酸重縮合物）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。） 

１４３ ３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸

・［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。）］重付加物のアゼパン－２－オン付加物（数平均分子量が

1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不

溶であるものに限る。） 

（７）－３４９２ 

１４４ ビス（イソシアナトシクロヘキサン－１－イル）メタン・ブタン－１

，４－ジオール・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシブタン－

１，４－ジイル）・α－（６－ヒドロキシヘキサン－１－イル）－ω

－ヒドロキシポリ（オキシカルボニルオキシヘキサン－１，６－ジイ

ル）・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロ

パン酸・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・プロパン－１，２－ジイルジアミン

（７）－３４９３ 
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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。） 

１４５ （ホルムアルデヒド・フェノール重縮合物の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（水、酸及びアルカリに不

溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに

限る。） 

（７）－３４９４ 

１４６ １－クロロ－１，２，２－トリフルオロエテン・エトキシエテン・（

ヘキサデカン－１－イルオキシ）エテン・（オクタデカン－１－イル

オキシ）エテン・ビニル＝アルカン（Ｃ＝８、分岐型）カルボキシラ

ート・ビニル＝２，２－ジメチルプロパノアート・４－（ビニルオキ

シ）ブタン－１－オール共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり

、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３５６９ 

１４７ 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・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

（６）－３５７０ 
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、分子構造中にオキシラン環を含まないものに限る。） 

１４８ アクリル酸・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・４－ヒ

ドロキシブタン－１－イル＝アクリラート・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）－３５７１ 

１４９ 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・Ｎ－（２－メチル－４－オキソペンタン－２－イル）アクリル

アミド共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未

満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３５７２ 

１５０ 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・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・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）－３５７３ 
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１５１ ［２′，２′′，３′，３′′，６′，６′′－ヘキサメチル－２，

４′，４′′－メタントリイルトリフェノール・５－イソシアナト－

１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサ

ン重付加物］、［２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－

１，３－ジオール・１，３－ビス（イソシアナトメチル）ベンゼン重

付加物とその片末端α－ヒドロ－ω－メトキシポリ（ｎ＝ 20～ 590 ）

（オキシエチレン）付加物］、｛アクリル酸と２，２′－ビス（ヒド

ロキシメチル）－２，２′－［オキシビス（メチレン）］ジプロパン

－１，３－ジオールのエステル化反応生成物｝及び水の反応生成物（

数平均分子量が 1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及

びアルカリに不溶であるものに限る。） 

（７）－３４９５ 

１５２ ジブチル＝フェニル＝ホスファートを主成分（ 65％以上）とする、ブ

チル＝ジフェニル＝ホスファート、ジブチル＝フェニル＝ホスファー

ト及びトリブチル＝ホスファートの混合物 

（３）－４６６５ 

１５３ ホルムアルデヒド・フェノール・ｍ－キシレン重縮合物と２－（クロ

ロメチル）オキシランの反応生成物 

（７）－３４９６ 
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１５４ ｃｉｓ－１，１，１，４，４，４－ヘキサフルオロブタ－２－エン （２）－４１７４ 

１５５ アクリルアミド・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン

・１，７，７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イ

ル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子

量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３５７４ 

１５６ エチル＝アクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝メタクリラ

ート・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・オクタデカン－１－イル＝メタクリラート・スチレン共重合物（

水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率

が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３５７５ 

１５７ アクリル酸・ブタン－１－イル＝アクリラート・エテン共重合物の部

分マグネシウム塩（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。） 

（６）－３５７６ 

１５８ ビス（イソシアナトシクロヘキサン－１－イル）メタン・２－エチル

－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール・３－ヒド

ロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・３，３

（７）－３４９７ 
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′－イミノビス（プロパン－１－イルアミン）・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・（ブタン－１，４－ジオール・１，３－ジオキソラン－２－オン

・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物）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。） 

１５９ ブタン－１，４－ジオール・ジイソシアナトトルエン・２－エチル－

２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール・α－ヒドロ

－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）・３－ヒドロキシ－２－（

ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・α，α′－（プロパン

－２，２－ジイルジ－１，４－フェニレン）ビス［ω－ヒドロキシポ

リ（オキシエチレン）］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）－３４９８ 

１６０ ４，４′，４′′－（エタン－１，１，１－トリイル）トリフェノー

ル・ホスゲン・４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノー

（７）－３４９９ 
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ル重縮合物と４－ヒドロキシベンゾニトリルの縮合物（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。） 

１６１ ｛２－［（２－アミノエチル）アミノ］エタノール・ビス（４－イソ

シアナトシクロヘキサン－１－イル）メタン・α－（６－ヒドロキシ

ヘキサン－１－イル）－ω－ヒドロキシポリ（ｎ＝３～ 30）（オキシ

カルボニルオキシヘキサン－１，６－ジイル）・｛α－（オキシラン

－２－イルメチル）－ω－（オキシラン－２－イルメトキシ）ポリ（

ｎ＝１～４）［オキシ（メチルエチレン）］のジブタン－１－イルア

ミン付加物｝重付加物の末端２－［（２－アミノエチル）アミノ］エ

タノール又はα－ヒドロ－ω－メトキシポリ（ｎ＝ 10～ 140 ）（オキ

シエチレン）又は３－（トリエトキシシリル）プロパン－１－イルア

ミン付加物｝とその加水分解物の縮合物（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）－３５００ 

１６２ （ブタ－１－エン・エテン共重合物の両末端２－ヒドロキシエチル化 （６）－３５７７ 
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物）の両末端エチレン＝アクリラート＝２－（３－イソシアナト－４

－メチルフェニル）カルバマート付加物（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。） 

１６３ ｛［（アクリロイルオキシ）メチル］トリシクロ［５．２．１．０ ２

， ６ ］デカニル｝メチル＝アクリラート、アルキル（Ｃ＝ 12、分枝型

）チオール、ブタン－１，４－ジイル＝ジアクリラート、１－ヒドロ

キシプロパン－２－イル＝アクリラート、２－ヒドロキシプロパン－

１－イル＝アクリラート、４－メチル－２，４－ジフェニルペンタ－

１－エン及びトリシクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカン－８－イル

＝ア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）－３５７８ 

１６４ アジピン酸・アラニン・１，１′－（１，３－フェニレン）ビス（メ

チルアミン）重縮合物（数平均分子量が 1,000 以上であり、水、脂溶

性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。） 

（７）－３５０１ 

１６５ ナトリウム＝４－（２－オキソピロリジン－１－イル）ブタノアート （５）－７０２８ 
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を主成分（ 85％以上）とする、オキソラン－２－オン、２－ピロリド

ン及びナトリウムの反応生成物 

１６６ １，１，１－トリメトキシオクタン （２）－４１７５ 

１６７ ３，４，５－トリフルオロ－４′－（ｔｒａｎｓ－４－プロピルシク

ロヘキシル）ビフェニル 

（４）－１９８０ 

１６８ メシチル（フェニル）メタノン （４）－１９８１ 

１６９ ２，２，６，６－テトラオキソ－１，２λ ６ ，６λ ６ －オキサジチア

ン 

（５）－７０２９ 

１７０ Ｎ，Ｎ′－ジフェニル－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）］ジアセトアセトアミド

を主成分（ 83％以上）とする、５－アセトアセトアミド－２－ヒドロ

キシ安息香酸、アセトアセトアニリド、アニリン、３，３′－ジクロ

ロビフェニル－４，４′－ビス（ジアゾニウム）＝ジクロリド、３－

メチル－１－フェニル－１Ｈ－ピラゾール－５（４Ｈ）－オン及びカ

リウム＝４－アセトアセトアミドベンゼンスルホナートの反応生成物 

（４）－１９８２ 

１７１ α－トリメチルシリル－ω－トリメチルシロキシポリ｛オキシ［ドデ （７）－３５０２ 



52 

 

カン－１－イル（メチル）シランジイル］／オキシ［（２－イソブト

キシエチル）（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が１％以下であるものに

限る。） 

１７２ ブタ－１－エン・エテン・プロパ－１－エン共重合物のフラン－２，

５－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。） 

（６）－３５７９ 

１７３ 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・イソフタル酸・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）－３５０３ 

１７４ （スチレン・メタクリル酸＝２，３－エポキシプロピル・メタクリル

酸＝トリシクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカン－８－イル共重合物

のアクリル酸付加物）と無水コハク酸の付加反応生成物（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）－３５８０ 
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１７５ ベンジル＝メタクリラート・１，３－ジヒドロキシプロパン－２－イ

ル＝メタクリラート・２，３－ジヒドロキシプロパン－１－イル＝メ

タクリラート・メタクリル酸・トリシクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］

デカン－８－イル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに

不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるもの

に限る。） 

（６）－３５８１ 

１７６ ２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・エチレン＝グリコー

ル・フマル酸・イソフタル酸・マレイン酸重縮合物の末端２－（２－

ヒドロキシエチル）－３ａ，４，７，７ａ－テトラヒドロイソインド

リン－１，３－ジオン縮合物（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）－３５０４ 

１７７ ブタン－１－イル＝アクリラート・エチレン＝ジメタクリラート・２

－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル

＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・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（数平均分子量が 1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎

（６）－３５８２ 
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用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。） 

１７８ ブタン－１－イル＝水素＝マレアート・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

・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・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）－３５８３ 

１７９ ３－（トリメトキシシリル）プロパン－１－イル＝２－メチル－３－

（２，４，６，６，８－ペンタメチルシクロテトラシロキサン－２－

イル）プロパノアートとα－トリメチルシリル－ω－ビニルポリ（ｎ

＝ 70～ 500 ）［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）－３５０５ 

１８０ α－［ジメチル（ビニル）シリル］－ω－ビニルポリ［オキシ（ジメ

チルシランジイル）］の１，１，３，３－テトラメチル－１－［２－

（トリメトキシシリル）エチル］ジシロキサン又は１，１，３，３－

テトラメチル－１－［１－（トリメトキシシリル）エチル］ジシロキ

（７）－３５０６ 
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サン付加物（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。） 

１８１ ブタン－１－イル＝アクリラート・２，２－ジメチルプロパン－１，

３－ジイル＝ジメタクリラート・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９重量％以下であるものに限る。） 

（６）－３５８４ 

１８２ 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－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）－３５８５ 

１８３ ２，２′－ジメチル－４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフ

ェノール・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

（７）－３５０７ 
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１％以下であるものに限る。） 

１８４ ビフェニル－４，４′－ジオール・２，２′－ジメチル－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）－３５０８ 

１８５ ヘキサン－１，６－ジイル＝ジアクリラート重合物（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）－３５８６ 

１８６ 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－ヒドロキシエチル＝アクリラート・メタクリル酸・

メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり

、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３５８７ 

１８７ 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＝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・スチレン共重合物（水

（６）－３５８８ 
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、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が

１％以下であるものに限る。） 

１８８ 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－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・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％以下であるものに限る。

） 

（６）－３５８９ 

１８９ ヤシ油脂肪酸のメチルエステル化物と２，２′－イミノジエタノール

の反応生成物 

（２）－４１７６ 

１９０ ブタ－３－エン－１－イル＝メタクリラート （２）－４１７７ 

１９１ ジメチルイコサジエン二酸を主成分（ 40％以上）とする、［（１－ヒ

ドロペルオキシ－１－メトキシシクロヘキサンを主成分とする、シク

ロヘキサノン、メタノール及び過酸化水素の反応生成物）、硫酸鉄（

Ⅱ）及びイソプレンの反応生成物］の加水分解生成物 

（２）－４１７８ 

１９２ トリス（１－イソプロポキシエチル）＝ベンゼン－１，２，４－トリ （２）－４１７９ 
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カルボキシラート 

１９３ ｔｒａｎｓ－４－［（４－エトキシ－２，３－ジフルオロフェノキシ

）メチル］－ｔｒａｎｓ－４′－プロピル－１，１′－ビシクロヘキ

サン 

（４）－１９８３ 

１９４ ｔｒａｎｓ－４－［（４－エトキシ－２，３－ジフルオロフェノキシ

）メチル］－ｔｒａｎｓ－４′－エチル－１，１′－ビシクロヘキサ

ン 

（４）－１９８４ 

１９５ １，５－ジイソシアナトペンタン （２）－４１８０ 

１９６ １，３－ジビニル－１，１，３，３－テトラメチルジシロキサン、２

，４，６，８－テトラメチルシクロテトラシロキサン及び３－ビニル

－７－オキサビシクロ［４．１．０］ヘプタンの反応生成物 

（７）－３５０９ 

１９７ ｒｅｌ－（３ａＲ，５Ｒ，７ａＳ）－１，３－ジオキソ－１，３，３

ａ，４，５，６，７，７ａ－オクタヒドロイソベンゾフラン－５－カ

ルボン酸 

（５）－７０３０ 

１９８ ５－｛［４－アミノ－２－クロロ－５－（３－スルホプロポキシ）フ

ェニル］ジアゼニル｝－２－クロロベンゼンスルホン酸及びそのナト

（３）－４６６６ 
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リウム塩の混合物 

１９９ ２，２′，４，４′－テトラメチル－２，２′－ジアゼンジイルジペ

ンタンニトリルを開始剤とする、エチル＝メタクリラート・メタクリ

ル酸・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％以下であるものに限る。） 

（６）－３５９０ 

２００ 炭化窒化バナジウム （１）－１２５６ 

２０１ ３，４，５－トリフルオロフェノール （３）－４６６７ 

２０２ テトラフルオリド（オキサラト－κ ２ Ｏ １ ，Ｏ ２ ）リン酸（１－）リ

チウム 

（５）－７０３１ 

２０３ ２，６－ジエチル－２，３，６－トリメチル－１－（１－フェニルエ

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・２－（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート共重

合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の

含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３５９１ 

２０４ ２，６－ジフルオロベンゾニトリル・４，４′－（９Ｈ－フルオレン （７）－３５１０ 
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－９，９－ジイル）ジフェノール重縮合物の両末端ビフェニル－２－

オール縮合物（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。） 

２０５ ２，３，３，３－テトラフルオロ－２－［（１，１，２－トリフルオ

ロアリル）オキシ］プロパン酸重合物（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）－３５９２ 

２０６ ｔｅｒｔ－ブチル＝２－エチルペルオキシヘキサノアートを開始剤と

する、アルキル（Ｃ＝ 12～ 15、直鎖型及び分枝型）＝メタクリラート

・Ｎ－［３－（ジメチルアミノ）プロパン－１－イル］メタクリルア

ミド・２－エチルヘキサン－１－イル＝メタクリラート・メチル＝メ

タクリラート共重合物のドデカン－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）－３５９３ 

２０７ 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・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

（６）－３５９４ 
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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。） 

２０８ ｛４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ビス（２－アリルフェノ

ール）を主成分とする、３－クロロプロパ－１－エンと４，４′－（

プロパン－２，２－ジイル）ジフェノールの反応生成物｝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）－３５１１ 

２０９ ４－エチルテトラシクロ［６．２．１．１ ３ ， ６ ．０ ２ ， ７ ］ドデカ

ン－４－イル＝メタクリラート・３－ヒドロキシ－１－アダマンチル

＝メタクリラート・メタクリル酸・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）－３５９５ 

２１０ ２－（１－アダマンチル）プロパン－２－イル＝メタクリラート・１

－ｔｅｒｔ－ブチルシクロペンタン－１－イル＝メタクリラート・３

（６）－３５９６ 
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－ヒドロキシ－１－アダマンチル＝メタクリラート・メチル＝２－［

２－（メタクリロイルオキシ）アセチルオキシ］－５－オキソ－４－

オキサトリシクロ［４．２．１．０ ３ ， ７ ］ノナン－９－カルボキシ

ラート・５－オキソオキソラン－３－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。） 

２１１ ジイソシアナトトルエン・ヒドラジン重付加物、グリセロール・２－

メチルオキシラン・オキシラン重付加物及びα－ヒドロ－ω－（イソ

シアナトフェニル）ポリ［（イソシアナトフェニレン）メチレン］の

反応生成物（数平均分子量が 1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎

用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。） 

（７）－３５１２ 

２１２ Ｎ，Ｎ－ジエチルアクリルアミド・Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド

・２－イソシアナトエチル＝メタクリラート・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、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）－３５９７ 
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２１３ アクリル酸・ブタン－１－イル＝アクリラート・ブタン－１－イル＝

メタクリラート・シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・エチ

レン＝アセトアセタート＝メタクリラート・エチレン＝ジメタクリラ

ート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート共重合物（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）－３５９８ 

２１４ ジフェニル＝カルボナート・ジフェニル＝メチルホスホナート・４，

４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重縮合物（水、酸

及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％

以下であるものに限る。） 

（７）－３５１３ 

２１５ ２，４－ジイソシアナトトルエン・［（ブタジエン重合物の水素化物

）の両末端ヒドロキシ化物］重付加物の末端エタノール及び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）－３５１４ 

２１６ アリル＝メタクリラート・ブタン－１－イル＝アクリラート・メチル （６）－３５９９ 
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＝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

。） 

２１７ ２－（アリルオキシ）エタノール・ブタン－１－イル＝アクリラート

・ｔｅｒｔ－ブチル＝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＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・

スチレン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000

未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６００ 

２１８ ビフェニル－４，４′－ジオール・デカン二酸・ピロカテコール重縮

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）－３５１５ 

２１９ ２－［（２－アミノエチル）アミノ］エタノール・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・［

（ジメチル＝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）・（ヘキサン二酸・プロパ

ン－１，２－ジオール重縮合物）・５－イソシアナト－１－（イソシ

（７）－３５１６ 
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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（

両末端イソシアナト基）］重付加物の両末端ジブタン－１－イルアミ

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。） 

２２０ アクリルアミド・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・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 10重量％以下であるものに限

る。） 

（６）－３６０１ 

２２１ 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・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）－３６０２ 

２２２ アクリル酸・ブタン－１－イル＝メタクリラート・エチル＝アクリラ

ート・２－（メタクリロイルオキシ）エチル＝水素＝スクシナート・

（６）－３６０３ 
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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。） 

２２３ 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・５，５′－オキ

シビス（イソベンゾフラン－１，３－ジオン）・（２－メチルオキシ

ラン・オキシラン重付加物の両末端２－アミノプロパン－１－イルエ

ーテル化物）・３，３′－（１，１，３，３－テトラメチルジシロキ

サン－１，３－ジイル）ジプロパン－１－イルアミン重縮合物の末端

３－アミノフェノール縮合物（ポリイミドに限る。）（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）－３５１７ 

２２４ アクリル酸・ブタン－１－イル＝メタクリラート・ｔｅｒｔ－ブチル

＝メタクリラート・シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・ド

デカン－１－イル＝メタクリラート・２－ヒドロキシプロパン－１－

イル＝アクリラート・１－ヒドロキシプロパン－２－イル＝アクリラ

（６）－３６０４ 
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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。） 

２２５ 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－ヒドロキシエチル＝アクリラート・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）－３６０５ 

２２６ エチレン＝グリコール・ナフタレン－２，６－ジカルボン酸・２，２

′－オキシジエタノール・（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）－３５１８ 

２２７ 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－ヒドロキシエ

チル＝メタクリラート・メタクリル酸・エチレン＝６－ヒドロキシヘ

キサノアート＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・トリエト

（６）－３６０６ 
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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。） 

２２８ 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－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）－３６０７ 

２２９ ジヒドロキシ（フェニル）ボラン （３）－４６６８ 

２３０ Ｎ－オクタデカン－１－イルメタクリルアミドを主成分（ 90％以上）

とする、Ｎ－ヘキサデカン－１－イルメタクリルアミド及びＮ－オク

タデカン－１－イルメタクリルアミドの混合物 

（２）－４１８１ 

２３１ イソ酪酸無水物 （２）－４１８２ 

２３２ メタクリル酸＝１－エトキシエチル （２）－４１８３ 

２３３ ｔｒａｎｓ－４－プロピル－ｔｒａｎｓ－４′－（ｐ－トリル）ビシ

クロヘキシル 

（４）－１９８５ 

２３４ ｔｒａｎｓ－４－［（４－エトキシ－２，３－ジフルオロフェノキシ （４）－１９８６ 
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）メチル］－ｔｒａｎｓ－４′－エチル－１，１′－ビシクロヘキシ

ル 

２３５ ｔｒａｎｓ－４－ペンチル－ｔｒａｎｓ－４′－プロピル－１，１′

－ビシクロヘキサン 

（４）－１９８７ 

２３６ アクリル酸＝（３－エチルオキセタン－３－イル）メチル （５）－７０３２ 

２３７ ウンデカオキシド二バナジウム酸六マグネシウム （１）－１２５７ 

   

   

 


