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はじめに

 GHSの導入
化学品の危険有害性を世界的に統一されたルールに従って分類・表示する“化学品の分類

および表示に関する世界調和システム（Globally Harmonized System of Classification and 
Labelling of Chemicals : GHS)”の取り組みが国連の専門家委員会UNCETDG/GHSを
中心に進められています。わが国においても、GHS関係省庁連絡会議の発足（2001年）、
GHS国連勧告の翻訳発行、労働安全衛生法へのGHS導入（2006年12月施行）、GHS関連
JISの制定と進み、今後の化学物質管理の基本となる改正化審法での化学物質評価にも
GHSが取り入れられています。

 JIMGAの取り組みと本ガイドブックの目的
JIMGAでは、化学品安全WG及び各製品のWG においてGHSに基づきSDSの見直しを

行いホームページ上で会員向けに順次公開しています。また容器等のラベルのGHS対応も
進めています。本ガイドブックは、会員の皆様が、GHSに対応して産業ガスを適切に分類・
表示し、お客様や産業ガスに係る人々との情報コミュニケーションを図ることにより、災害の
防止と健康・安全の確保、環境の保護に役立てることを目的に作成されました。

なお作成にあたっては、製品評価技術基盤機構（NITE）や中央労働災害防止協会、日本
化学工業協会等の情報を参考にいたしました。またEIGAの”Classification, Labelling and
Safety Data Sheet Guide “(EIGA 918/10)を参考に産業ガス固有の情報を極力織り込む
とともに、高圧ガス保安法や危険物輸送規則等との関係にも留意しました。

分類について、今回は物理化学的危険性を中心に記述しております。今後の改訂におい
て、健康有害性や混合ガス分類についての内容を充実していきたいと考えております。
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1.1 化学物質管理

2002年 持続可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハネスブルグ）

「2020年までに、化学物質が人の健康と環境にもたらす悪影響を最小化する」
GHSは2008年までの実施が提唱された。

製品含有化学物質の適正管理
製造・流通・使用・廃棄全体での管理
情報提供と標準化の重要性

サプライチェーンのグ
ローバル化

1992年 国連環境開発会議（リオデジャネイロ）

アジェンダ２１第１９章
「有害化学物質の適正な管理のための行動計画」

プログラムB：化学物質の分類と表示の調和

REACH（欧州）、TSCA(米国）、
改正化審法（日本）など

2006年12月 改正安衛法施行
GHSに沿った表示と文書交付
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1.2  ＧＨＳとは

GHS “Globally Harmonized System of  Classification and Labelling of Chemicals”

｢化学品の分類および表示に関する世界調和システム」

数多くの化学物質が世界中に流通（日本：約5万5千種）。

⇒化学物質を安全に使用・輸送・廃棄できるように、その危険有害性情報を伝える国際的に
統一された指針や規則が必要。

＜ＧＨＳで記載されている事項＞
①化学物質及び混合物をその危険有害性に応じて分類するための判定基準
②危険有害性の情報伝達に関する事項

･･･絵表示、注意喚起語等ＳＤＳ、ラベル表示の要求事項等
GHS自体は国連の勧告で法的なものではないが、国内法に織り込まれることにより
法的規制となる

＜GHSの目的＞
①災害防止、人の安全と健康の確保、環境の保護
②化学品の試験および評価の必要性の減少
③化学品の国際取引の促進



JIMGA-T-S/65/15 6

1.3  産業ガスの分類・表示における枠組み

国連GHS専門家小委員会 国連ＴＤＧ専門家小委員会

国連TDG／GHS専門家委員会

高圧ガス保安法 産業ガスの
SDS・ラベル

オレンジブック

危険物輸送国際規則

危険物輸送
国内規則

日化協イエローカード（YC）

北米緊急時応急措置指針

危険物輸送に関する
国連勧告

パープルブック

(GHS関連JIS）
JIS Z7252（分類）
JIS Z7253（表示）
（情報伝達方法）

労働安全衛生法
毒物劇物取締法
化学物質管理促進法
改正化審法

化学品の分類および表示に
関する世界調和システム
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労働安全衛生法 毒物劇物取締法 化学物質管理促進法

【法第57条の2】
【第1項】

SDSの交付
【第2項】

SDS変更の通知

【令第40条の9】
【第1項】

SDSの提供
【第2項】

SDS変更の通知

SDS対象物質
約560物質

SDS対象物質
約640物質

SDS対象物質
約500物質

ＳＤＳ三法

1.4  ＳＤＳに関する国内法規

*2010年6月1日現在

＊全ての危険有害な化学物質等はSDS交付の対象となる。 （努力義務）

【法第14条】
【第1項】

SDSの提供
【第2項】

SDS変更の通知
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【法第57条】 名称、成分、注意事項、絵表示、連絡先等労働安全衛生法

【法第12条】 名称、成分、分類表示( , ･･)等毒物劇物取締法

【法第46条】【容器則第10条】 名称、「燃」「毒」の表示等高圧ｶﾞｽ保安法

劇物毒物

【法第50条】製造者名、住所、名称、製造番号、内容量等薬事法

【則第21条】名称、製造者名、所在地、「食品添加物」の文字等食品衛生法

1.5  ラベル（表示）に関する国内法規

・
・
・

他、多数

＊全ての危険有害な化学物質等はSDS交付の対象となる。 （努力義務）
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1.6  ＧＨＳに関する日本工業規格

安全データシート(SDS)による情報伝達方法及びその内容

JIS Z 7253:2012

ＧＨＳに基づく化学物質等のラベル・表示による情報伝達方法及びその内容

GHSに基づく化学物質等の分類方法

JIS Z 7253:2012

JIS Z 7252:2009

GHS改訂2版のうち、物理化学的危
険性に関する分類を除いて作成

解説(抜粋)
法規によって表示が定められている場合は，

当該法規を尊重する必要がある。

1 適用範囲 注記
法規制などは，この規格に優先する。

4. 一般事項 備考2
暫定措置として，2016年（平成28 年）12 月31 日ま

での期間は，JIS Z 7250:2010 で作成してもよい。

通知

表示

分類
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国連勧告
UN Model Regulations

海
IMDG Code

空
ICAO TI

陸
ADR/ＲＩＤ

国際規則

国内規則

船舶 航空 道路・鉄道

IMDG Code （国際海上危険物輸送規約）⇒SOLAS条約締約の155の地域/国で適用
ICAO TI (国際民間航空機関の技術指針)⇒法的拘束力を持つ国際規則
ADR/RID (道路/鉄道による危険物の国際輸送に関する欧州協定/規則)⇒欧州他で適用

危険物には
標札(ﾗﾍﾞﾙ)、品名、
国連番号を表示

容器にはUNﾏｰｸ

1.7.1  危険物輸送国連勧告（UNRTDG）
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1.7.2  GHSと国連危険物輸送勧告の関係

GHS 危険物輸送勧告(UNRTDG）

ガスの定義 50℃で蒸気圧が300kPa（絶対圧）を超
える、または標準気圧101.3kPa、20℃
において完全にガス状である物質

クラス2-ガス GHSと同じ

ガスの種類 高圧ガス(Gases under pressure)
200kPa（ゲージ圧）以上の圧力で容器

に充てんされているガスまたは液化ま
たは深冷液化ガスされているガス

輸送状態により次の種類に分けられる

圧縮ガス、液化ガス、深冷液化ガス、

溶解ガス

可燃性／

引火性ガス

区分1 区分2.1 および2.3（副次危険性2.1)

区分2 区分1以外のガスで、標準気圧
101.3kPa、20℃において空気との混合
気が燃焼範囲を有するもの

GHSの区分2はUNRTDGでは区分2.2 な
いし2.3に分類される

支燃性／

酸化性ガス

区分1 区分2.2 非引火性・非毒性ガス②酸化性

窒息性ガス 規定なし 区分2.2 非引火性・非毒性ガス①窒息性

毒性ガス ガスとしての規定なし
「急性毒性」以下の健康有害性の各区
分を適用

区分2.3 毒性ガス

人の健康に障害を及ぼすような毒性、また
は腐食性を有するもの、またはLC50値が
5,000ｐｐｍ以下の毒性または腐食性
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２種類の番号を記載するだけ
①緊急時応急措置指針番号
②国連番号

包装品、混載便、小容量など

1.8  輸送におけるイエローカード

表面 裏面

緊急応急措置の情報提供のため、輸送時に携行する。

容器イエローカード
（容器ＹＣ）

ＹＣ携行が困難
な場合がある

イエローカード（ＹＣ）
「北米緊急時応急措置指針」
をもとに日化協が推進
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1.9  ＪＩＭＧＡの会員サイトでの情報公開
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1.10 ラベル・SDS作成のための情報ソース

(独)製品評価技術基盤機構（NITE）
・化学物質管理関連情報

http://www.safe.nite.go.jp/kanren/kanren_index.html
・化学物質総合情報提供システム（CHRIP）

http://www.safe.nite.go.jp/japan/db.html

中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター
・ＧＨＳモデルラベル・ＳＤＳ情報

http://www.jaish.gr.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx
・ＧＨＳモデルラベル作成法

http://www.jaish.gr.jp/anzen/gmsds_label/label_howmade.html

GHS-NET （経産省委託による情報交換サイト）
・ケミペディア

http://www.ghs-net.jp/

日本化学工業協会
・GHS対応ガイドライン

ラベル及び表示・安全データシート作成指針 2012年6月
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2.1 一般事項

2.2 物理化学的危険性

2.2.1 高圧ガス

2.2.2 可燃性／引火性ガス

2.2.3 支燃性／酸化性ガス

2.3  健康に対する有害性

2.  分類
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2.  分類 2.1 一般事項 分類の基本

・ 事業者は、利用可能なデータを用いて、自ら製造 ・販売する化学物質についてGHS

分類を行う。分類に基づき、容器ラベルやＳＤＳを簡単に選ぶことができる。

・ ＧＨＳ分類に基づく危険有害性

＊ 物理化学的危険性 ＊ 健康有害性 ＊ 環境有害性

・ 有害性の伝達手段

＊ シンボル ＊ 注意喚起語 ＊ 危険有害性情報

・ 選択可能方式（ｂｕｉｌｄｉｎｇ ｂｌｏｃｋ ａｐｐｒｏａｃｈ）によって、各国はそれぞれのシステムに

どのような部分を当てはめるかを、自由に決めることができる。

・ しかし、あるシステムがＧＨＳの一部を含み、かつそのシステムによりＧＨＳを実施する

場合には、その適用範囲には一貫性を持たせるべきである。

・ 例えばあるシステムが化学品の発がん性を対象にするならば、調和された分類体系と

表示項目に従うべきである。

選択可能方式
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分類のデータ

GHS分類のための情報（単一物質）

(a) 混合物そのものの試験データが利用できる場合はそのデータに基づく
(b) 混合物そのものの試験データが利用できない場合はつなぎの原則を適用する
(c) 成分物質の情報と含有量から混合物の危険有害性を判定

・物理化学的危険性・・・組成物の物理化学的性状の測定値に基づく計算による
・急性毒性・・・加算式（成分のATE値により加算計算）
・健康および環境の各危険有害性・・・濃度限界との比較

混合物の分類のデータ

・ GHS分類するためのマニュアル類、およびGHS関係省庁連絡会議によるGHSモデル
分類結果（約1500物質）が製品評価技術基盤機構（NITE）のサイトで公開されている。

・国連危険物輸送勧告のモデル規則（オレンジブック）において3000近くの物質に国連番号
が付与され、物理化学的危険性についての区分・情報が得られる。
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分類の手順

ａ） 物質または混合物についての関連するデーターの特定

ｂ） 物質または混合物のもつ、危険有害性を確認する目的での上記のデータの検討

ｃ） 合意された危険有害性の分類基準と、データとの比較検討に基づく、物質または
混合物の該当する危険有害性クラスおよび区分についての決定

分類の手順

分類結果 内 容

分類できない データが入手できないか不十分で分類できない場合

分類対象外 GHSで定義されている危険有害性の対象となっていないもの

区分外 GHSで規定するどの区分にも該当しない場合

分類結果の表現方法
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混合物分類の方法（つなぎの原則、カットオフ値）

・混合物の分類を類似の混合物のデータから類推して分類する方法。混合物そのものの

有害性を決定するための試験は行われていないが、各成分およびその混合物の有害性

を適切に特性づけられる、類似の混合物について充分なデータ がある場合には、つなぎ

の原則（ｂｒｉｄｇｉｎｇ ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ）に従って、これらのデータが使用される。

つなぎの原則
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2.2 物理化学的危険性 分類項目

物理化学的危険性項目

火薬類 自然発火性液体

可燃性／引火性ガス 自然発火性固体

可燃性／引火性エアゾール 自己発熱性化学品

支燃性／酸化性ガス 水反応可燃性化学品

高圧ガス 酸化性液体

引火性液体 酸化性固体

可燃性固体 有機過酸化物

自己反応性化学品 金属腐食性物質

ＧＨＳには16の物理化学危険性の分類項目があり、ガスに関連する項目３つである。
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2.2.1  高圧ガス 「ガス」及び「高圧ガス」の定義

用語 ＧＨＳ
＜参考＞

高圧ガス保安法

ガス (ⅰ)50℃で300kPaを超える蒸気圧を有する物質、
または

(ⅱ)101.3kPaの標準気圧、20℃において完全に
ガス状である物質

定義なし

高圧ガス 高圧ガスとは、200kPa（ゲージ圧）以上の圧力の

下で容器に充填されているガスまたは液化または
深冷液化されているガスをいう。

高圧ガスには、圧縮ガス、液化ガス、溶解ガス、お
よび深冷液化ガスが含まれる。

(ⅰ）常用の温度において圧力（ゲージ圧）が1MＰａ以上

となる圧縮ガスであって現にその圧力が1ＭＰａであ

るもの又は温度35℃において圧力が1ＭＰａ以上とな

る圧縮ガス

（ⅱ）常用の温度において圧力が0.2MPa以上となる液

化ガスであって現にその圧力が0.2MPa以上である

もの又は圧力が0.2MPa以上となる場合の温度が

35℃以下である液化ガス

（Ⅲ）温度35℃において圧力0Paを超える液化ガスのう

ち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル、液化酸化

エチレン

(Ⅳ)常用の温度において圧力が0.2MPa以上となる圧

縮アセチレンガスであって現にその圧力が0.2MPa
以上であるもの又は温度15℃において圧力が

0.2MPa以上となる圧縮アセチレンガス
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「高圧ガス」の判定基準

グループ ＧＨＳ

＜参考＞

高圧ガス保安法の「高圧ガス」定義

圧縮ガス

加圧して容器に充填した時に、-50℃で
完全にガス状であるガス

；臨界温度-50℃以下のすべてのガスを
含む。

常用の温度において圧力（ゲージ圧）が

1MＰａ以上となる圧縮ガスで圧力あって現に
その圧力が1ＭＰａであるもの又は温度35℃
において圧力が1ＭＰａ以上となる圧縮ガス

液化ガス

加圧して容器に充填した時に-50℃を超

える温度において部分的に液体であるガ
ス。次の2つに分けられる。

（ａ）高圧液化ガス：臨界温度が-50℃と
+65℃の間にあるガス；および

（ｂ）低圧液化ガス：臨界温度が+65℃を
超えるガス

・常用の温度において圧力が0.2MPa以上と
なる液化ガスであって現にその圧力が
0.2MPa以上であるもの又は圧力が0.2MPa
以上となる場合の温度が35℃以下である液
化ガス

・温度35℃において圧力0Paを超える液化

ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロム
メチル、液化酸化エチレン深冷液化ガ

ス
容器に充填したガスが低温のために部
分的に液体であるガス

溶解ガス
加圧して容器に充填したガスが液相溶媒
に溶解しているガス

常用の温度において圧力が0.2MPa以上と

なる圧縮アセチレンガスであって現にその圧

力が0.2MPa以上であるもの又は温度15℃
において圧力が0.2MPa以上となる圧縮アセ
チレンガス

ガスは、充てんされた時の物理的状態によって、4つのグループのいずれかに分類される。

JIMGA-T-S/65/15
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「高圧ガス」のラベル要素

分類 圧縮ガス 液化ガス 深冷液化ガス 溶解ガス

GHSﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ

注意喚起語 警告 警告 警告 警告

危険有害性情報
加圧ガス；熱すると爆
発の恐れ

加圧ガス；熱すると爆
発のおそれ

深冷液化ガス；凍傷また
は傷害のおそれ

加圧ガス；熱すると爆
発の恐れ

安全対策（予防策）
耐熱手袋／保護具／保
護面／保護眼鏡を着用
すること。

応急措置（対応）

凍った部分をぬるま湯
でとかすこと。

受傷部はこすらないこと。

直ちに医師の診断／手
当を受けること。

保管
日光から遮断し、換気
の良い場所で保管す
ること。

日光から遮断し、換気
の良い場所で保管す
ること。

換気の良い場所で保管
すること。

日光から遮断し、換
気の良い場所で保管
すること。

廃棄



JIMGA-T-S/65/15 24

ガスの窒息性について①

ＧＨＳ

＜参考＞

危険物輸送勧告

（ＵＮＲＴDＧ）
ＡＣＧＩＨ

高圧ガス
保安法

窒息性 分類基準無し

大気中において通
常酸素を希釈又は
置換するガス

（区分2.2）

※単純窒息性ガス

高濃度で空気中に存在し

ても、単に窒息性である

だけで、ほかに明らかな生

理的作用を呈しないガス

定義無し

ＧＨＳでは大気に放出されても生命に別状が無いガスの危険有害性を分類する項目は特

定されていない。⇒ 窒息性を分類する基準がない。

酸素欠乏症等防止規則

「酸素欠乏」‥空気中の酸素の濃度が18%未満である状態
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ガスの窒息性について②

窒息性に関する注意書き

安全対策

（予防策）
換気の良い場所で保管すること。

応急措置

（対応）
吸入した場合；気分が悪いときは、医師に連絡すること。

保管 ―

廃棄 ―

窒素、希ガス類は、補足情報として窒息性の危険有害性に関する情報を注意書きに追加する。
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2.2.2 可燃性／引火性ガス 定義

可燃性気体、可燃ガスともいい、燃焼反応に関与する気体のうち、還元性の気体。通常は、空気と混合
して可燃性の混合気を形成することのできる気体を指す。（以下略）

可燃性/引火性ガスとは、標準気圧101.3kPa で20℃において、空気との混合気が爆発範囲
（燃焼範囲）を有するガスをいう。

ＧＨＳにおける可燃性／引火性ガスの定義

一般高圧ガス保安規則 第二条
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、･･･（中略）･･･、硫化水素及びその他のガスであつて
次のイ又はロに該当するもの
イ 爆発限界（空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。）の下限が十パーセント以下のもの
ロ 爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの

（第二項以下略）

その他の定義（参考）

＊大木道則他編．化学大辞典 第１版．東京化学同人(1989）

＜化学大辞典*における可燃性ガスの定義＞

＜高圧ガス保安法における可燃性ガスの定義＞



JIMGA-T-S/65/15 27

可燃性ガスの判定基準の式（ＧＨＳ）

下記式を満足する場合に可燃性

n
可燃性判定基準： ∑(Vi %/Tci) ≧ 1

i 

Vi % ：可燃性／引火性ガス ｉ の等価含量

Tci ：可燃性／引火性ガス i と窒素との混合物において、i が空気中で
着火しない最大濃度 （H2：5.5％、CH4：8.7％、CO：15.2％など＊ ）

Ki ： 窒素に対する不活性ガスの等価係数（CO2：1.5、Ar：0.55など＊）

ガス混合物に窒素以外の不活性ガスが含まれる場合、この希釈ガスの体積はその
不活性ガスの等価係数（Ki）を用いて補正し窒素の等価体積とする。

＊数値はISO10156:2010より

可燃性判定基準の式
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可燃性判定基準の式（GHS）による計算例

(1) 以下の混合ガス成分濃度における計算を行う。

3％(H2)＋7％(CO)＋30 ％(N2)＋60 ％(Ar)

(2) 不活性ガスのKi値を用いて窒素に換算し、混合物の等価体積を計算する。

3％(H2) ＋7％(CO) ＋[30 ％×1＋60 ％×0.55](N2)

= 3％(H2) ＋7％(CO) ＋63％(N2)=73％

(3) 含量合計を補正して100 ％とする。

100/73×[3％(H2) ＋7％(CO) ＋63％(N2)]

= 4.1％(H2) ＋9.6％(CO) ＋86.3％(N2)

(4) H2とCOのTciと上記(3)のVi ％を、判定基準式に代入する。

∑(Vi ％/Tci) = 4.1/5.5＋9.6/15.2 = 1.38

1.38＞1であり、この混合物は可燃性となる。

可燃性判定基準の式による計算例

＊数値はISO10156:2010より
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代表的なガスのTciおよびKi

＊数値はISO10156:2010より

表2.2.2.1 空気中で可燃性とならない最大濃度（窒素混合） Ｔci

ガス 化学式 Ｔｃi

アセチレン C2H2 3.0

アルシン AsH3 3.9

一酸化炭素 CO 15.2

水素 H2 5.5

メタン CH4 8.7

シラン SiH4 1.0

表2.2.2.2 等価係数 Ｋi （N2=1）

ガス 化学式 Ｋi

窒素 N2 1

二酸化炭素 CO2 1.5

ヘリウム He 0.9

アルゴン Ar 0.55

ネオン Ne 0.7

クリプトン Kr 0.5

JIMGA-T-S/65/15
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可燃性ガスA－不活性ガスB－空気Cの三成分系の三角図の模式図を図2.2.2.1に示す。
通常、混合ガスとして製品となるガスは可燃性ガスと不活性ガスの混合ガスである場合が多
く、その組成は図中の線分ＡＢ上のある１点で示される。

100%の可燃性ガスはＡ点で示される。このガスを大気に放出した場合、その放出された場
所の雰囲気組成はＡ→Ｃと変化する。このとき爆発上限界のＬ１点から爆発下限界のＬ２点ま
でが爆発範囲となる。可燃性ガスがH2の場合、Ｌ１は75％で、Ｌ２は4％となることは一般に良
く知られている。

組成Ｑ１の混合ガスの場合、大気に放出されたときの雰囲気組成はＱ１→Ｃと変化する。こ
の場合、Ｌ３点からＬ４点の範囲で爆発の可能性がある。爆発上限界のＬ３点はＬ１点よりもや
や空気組成に近いところとなっており、爆発下限界のＬ４点はＬ２点よりも混合ガス組成に近
いところとなっているため、100%の可燃性ガスと比べ爆発範囲は狭くなっている。

組成Ｑ２の混合ガスの場合、大気に放出されたときの雰囲気組成はＱ２→Ｃと変化する。こ
の場合、上限界と下限界がＬ５点で一致しており、この１点において爆発の可能性が示唆さ
れている。例えば、 H2＋N2の混合ガスの場合、Ｑ2の値は、表2.2.2.1のＴciに一致し5.5%と

なる。
組成Ｑ２よりも可燃性ガス濃度が低い混合ガスは、いずれの空気希釈濃度でも爆発範囲に

入らないため、非可燃性に分類される。

三角図による可燃性ガスの説明
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三角図による可燃性ガスの説明図

可燃性ガス

空気 不活性ガス

下限界

上
限

界

A

Q1

Q2

BC

L1

L2

L3

L4

L5

非
可

燃
性

（Ａ
＋

Ｂ
）

可
燃

性
（Ａ

＋
Ｂ

）

図2.2.2.1 三角図による可燃性ガスの説明図

JIMGA-T-S/65/15
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可燃性ガスの区分（ＧＨＳによる分類）

表2.2.2.3 可燃性ガス区分の定義

GHSでは可燃性ガスをさらに区分１と区分２に分類している（表2.2.2.3、図2.2.2.2）。

区分 定義 注

区分１

標準気圧101.3kPaで20℃において以下の性状を
有するガス；
(a)濃度が13vol％以下の空気との混合気が可燃性
/引火性であるもの、
または
(b)爆発(燃焼)下限界に関係なく空気との混合気の
爆発範囲(燃焼範囲)が12vol％以上のもの。

国連危険物輸送勧告で
定める引火性ガス
（class2.1）に該当する。

区分２
区分１以外のガスで、標準気圧101.3kPaで20℃に
おいてガスであり、空気との混合気が爆発範囲(燃
焼範囲)を有するもの。
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＜可燃性ガスの定義＞
空気との混合気が
燃焼範囲を有するガス

（at 101.3kPa，20℃）

＜可燃性ガスの定義＞
空気との混合気が燃焼範囲を有するガス

（at 101.3kPa，20℃）

条件 a)13%

＜区分１の定義＞
a)空気との混合気で爆発下限≦13％

または、

b) 爆発範囲の幅≧12％

条件 b)

可燃性
ガス

空気 不活性
ガス

三角図における可燃性ガスのGHS区分

＜区分２の定義＞

a)空気との混合気で爆発下限＞13％

かつ、
b) 爆発範囲の幅＜12％

図2.2.2.2 三角図における可燃性ガスのGHS区分
JIMGA-T-S/65/15



可燃性ガスの区分（ＧＨＳによる分類）

表2.2.2.4 化学的に不安定でもある可燃性/引火性ガス区分の定義

GHSでは化学的に不安定でもある可燃性/引火性ガスをさらに区分Aと区分B分類している
（表2.2.2.4）。

区分 定義 注

区分A
標準気圧101.3kPaで20℃において化学的に
不安定である可燃性/引火性ガス

区分B
気圧101.3kPa超および/または20℃超にお
いて化学的に不安定である可燃性/引火性
ガス

JIMGA-T-S/65/15 34
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可燃性ガスのラベル要素

表2.2.2.5 可燃性ガスのラベル要素

区分 区分１ 区分２

絵表示 なし

注意喚起語 危険 警告

危険有害性情報 極めて可燃性／引火性の高いガス 可燃性／引火性の高いガス

予防策

対応

保管

廃棄

・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること－禁煙
・換気の良い場所で使用すること。

・漏洩ガス火災の場合には；
　漏洩が安全に停止されない限り消火しないこと。
　安全に対処できるならば着火源を除去すること。
・吸入した場合；気分が悪い時は、医師に連絡すること。

・日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。

・内容物／容器は勝手に廃棄せず、製造者または販売者に問い合わせること。



可燃性ガスのラベル要素

表2.2.2.6 化学的に不安定なガスのラベル要素

区分 区分A 区分B

絵表示

注意喚起語

危険有害性情報

予防策

対応

保管

廃棄

・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること－禁煙
・換気の良い場所で使用すること。

・漏洩ガス火災の場合には；
漏洩が安全に停止されない限り消火しないこと。
安全に対処できるならば着火源を除去すること。

・吸入した場合；気分が悪い時は、医師に連絡すること。

・日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。

・内容物／容器は勝手に廃棄せず、製造者または販売者に問い合わせること。

注意喚起語なし

追加的シンボルなし

注意喚起語なし

空気が無くても爆発的に反応する
おそれ

圧力および/または温度が上昇した

場合、空気が無くても爆発的に反応
するおそれ

追加的シンボルなし

JIMGA-T-S/65/15 36
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図2.2.2.3は、可燃性ガス＋空気に各種の不活性ガスを添加したときの爆発範囲の違いを
示した模式図である。図中には代表的な不活性ガスが記されているが、HeやArはN2に比べ
て希釈効果が小さく、三角図内での爆発範囲は広い領域を占めている。一方、CO2はN2に
比べて希釈効果が大きいため三角図内での爆発範囲は狭くなっている。この特徴は爆発下
限界線の傾きにも現れており、HeやArは三角図内の右下に向って下がっているのに対して、
CO2では右上がりとなっている。

このようなガス種による希釈効果の違いは、主に比熱や熱伝導度などの熱的物性の差に
起因するものである（表2.2.2.5）。比熱の値が小さいほど熱を奪う能力に欠けるため希釈効
果は小さくなる。HeとArは比熱の値はほぼ同じであるが、Heは極めて大きい熱伝導率（＝高
い熱放散能力）を有しているため、Arと比較すると希釈効果が大きい。

これら不活性ガスによる希釈能力の大きさの差は、ISO10156:2010に記載されている不活
性ガスの窒素等価係数Ｋの値でも確認することができる。

希釈ガスによる爆発範囲の変化

表2.2.2.5　主な不活性ガスの熱的物性値

定圧ﾓﾙ比熱*1 定積ﾓﾙ比熱*1 熱伝導率*2

J･mol-1･K-1 J･mol-1･K-1 mW･m-1･K-1

窒素 N2 29.172 20.818 25.91

ヘリウム He 20.785 12.472 152.7

アルゴン Ar 20.835 12.479 17.77

二酸化炭素 CO2 37.446 28.936 16.55

*1：298.15K,101.3kPaでの値　；　*2：300K,0.1MPaでの値

不活性ガス

JIMGA-T-S/65/15
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不活性ガス添加による爆発範囲への影響（三角図）

＊柳生昭三著．ガスおよび蒸気の爆発限界．安全工学協会（1977）

図2.2.2.3 不活性ガス添加による爆発範囲への影響（三角図）
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2.2.3 支燃性／酸化性ガス 定義

ISO10156：2010に記載された「ガスおよびガス混合物・シリンダ－放出弁の選択のための
着火および酸化能力の決定」に記載された方法

支燃性／酸化性ガスとは、一般には酸素を供給することによって、空気以上に他の物質の燃
焼を引き起こし、またはその一因となるガスをいう。 区分は１のみ。

ＧＨＳにおける支燃性／酸化性ガスの定義

高圧ガス保安法には、支燃性／酸化性ガスに関する、定義はない。

その他の定義（参考）

試験法
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支燃性／酸化性ガスの判定基準の式（ＧＨＳ）

下式を満足する場合に、支燃性/酸化性

支燃性／酸化性判定基準の式

∑
n

i=1
Xｉ Cｉ

∑
n

i=1
Xｉ + Kk Bk∑

p

k=1

OP＝ ＞ 0.235

OP ：酸化能力
Ｘi ：ガスのモル比率(%)
Ci ：酸素等価係数
Kk ：イナートガスの窒素等価係数
Bk ：イナートガスのモル比率(%)
n ：支燃性/酸化性ガスの全数
p ：イナートガスの全数

ISO10156：2010に基づく判定基準

支燃性判定基準 ：
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支燃性／酸化性判定基準の式（GHS）による計算例

(1) 以下の混合ガス成分濃度における計算を行う。

20％（N2O）＋20％（O2）＋40％（N2）＋20％（CO2）

(2) 酸素等価係数：Ci とイナートガスの窒素等価係数：Kkを確認する。
Ci（O2） =1.0 Kk（N2） =1.0
Ci（N2O） =0.6 Kk（CO2） =1.5

(3) 酸化能力OP値の計算として、判定基準式に代入する。

(4) 判定する。
OP値が0.29と基準値0.235より大きいため、このガスは支燃性ガスで、区分１と判断される。

注） 混合ガスが「可燃性」と「支燃性」を併せ持つ場合は、特殊計算となる。
詳細は、ISO10156（2010）を参照されたし。

支燃性／酸化性判定基準の式による計算例

∑
n

i=1
Xｉ Cｉ

∑
n

i=1
Xｉ + Kk Bk∑

p

k=1

OP＝ ＝ ＝0.29
（0.2×0.6）＋（0.2×1.0）

0.4＋（0.4×1）＋（0.2×1.5）
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代表的なガスのCi値とKk
酸素当量係数

ガス 化学式 Ci値 ガス 化学式 Kk値

ﾋﾞｽﾄﾘﾌﾙｵﾛﾒﾁﾙﾍﾟﾙｵｷｻｲﾄﾞ C2F6O2 40 窒素 N2 1

五フッ化ホウ素 BF5 40 二酸化炭素 CO2 1.5

三フッ化ホウ素 BF3 40 ヘリウム He 0.9

塩素 Cl2 0.7 アルゴン Ar 0.55

五フッ化塩素 ClF5 40 ネオン Ne 0.7

三フッ化塩素 ClF3 40 クリプトン Kr 0.5

フッ素 F2 40 キセノン Xe 0.5

五フッ化ヨウ素 IF5 40 二酸化硫黄 SO2 1.5

一酸化窒素 NO 0.3 六フッ化硫黄 SF6 4

二酸化窒素 NO2 1 四フッ化炭素 CF4 2

三フッ化窒素 NF3 1.6 八フッ化プロパン C3F8 1.5

三酸化窒素 NO3 40

一酸化二窒素 N2O 0.6

二フッ化酸素 OF2 40

オゾン O3 40

テトラフルオロヒドラジン F4N2 40

窒素当量係数

数値は、ISO10156：2010より
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危険有害性情報の伝達

支燃性／酸化性ガスのラベル表示

区分 区分１

絵表示

注意喚起語 危険

危険性有害情報 発火または火炎助長のおそれ ；支燃性 / 酸化性物質

加圧ガス ；熱すると爆発のおそれ

安全対策 可燃物から遠ざけること

減圧バルブにはグリースおよび油を使用しないこと

緊急措置 火災の場合には、安全に対処できるなら漏洩を止めること

保管 日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること

廃棄 内容物/容器は勝手に廃棄せず、製造者または販売者に
問い合わせること

JIMGA-T-S/65/15
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2.3 ヒトの健康に対する危険有害性

危険有害性クラス ガスの関与 国連モデル規則

絵表示の有無

急性毒性（経口・経皮・吸入） ○ 有（ｼﾝﾎﾞﾙ：どくろ）

皮膚腐食性／刺激性 ○ 有（ｼﾝﾎﾞﾙ：腐食）

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ○

呼吸器感作性／皮膚感作性 ○

生殖細胞変異原性 ○

発がん性 ○

生殖毒性 ○

特定標的臓器毒性（単回ばく露） ○

特定標的臓器毒性（反復ばく露） ○

吸引性呼吸器有毒性
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急性毒性、毒性ガスの定義

 GHSでは、急性毒性は 「化学物質の経口若しくは経皮による単回投与、24 時間以内の複
数回投与、又は4 時間の吸入ばく露によって起こる有害な性質」と定義されている。

 高圧ガス保安法では、毒性ガスは『じょ限量が200ppmV以下のガス』と定義されており、一
般高圧ガス保安規則で定められた代表的な毒性ガスには以下のものがある。

アクリロニトリル、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、五フッ化ヒ素、
五フッ化リン、酸化エチレン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、
ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、セレン化水素、二硫化炭素、フッ素、
ホスゲン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、硫化水素など

 じょ限量とはACGIH（米国産業衛生専門家会議）のTLV-TWA勧告値、即ち『化学物質を含
む作業環境下で毎日繰り返しばく露されたとき、ほとんどの労働者が１日８時間又は週40
時間で 悪影響が見られない程度の大気中の濃度』をもとに規定されている。TWAとは許容
濃度の時間加重平均値のこと。
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急性毒性の区分及び判定基準

• 急性毒性は、ばく露経路及び毒性値判定基準により、４つの毒性区分に割り当てられる
• ATE：急性毒性値又は急性毒性推定値 （LD50、LC50による）

ばく露経路 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

経口（mg/kg
体重）

ATE≦5 5<ATE≦50 50<ATE≦300 300<ATE≦2000

経皮（mg/kg
体重）

ATE≦50 50<ATE≦200 200<ATE≦1000 1000<ATE≦2000

ガス（ppmV） ATE≦100 100<ATE ≦500 500<ATE≦2500 2500<ATE≦20000

蒸気（mg/L) ATE≦0.5 0.5<ATE ≦2.0 2.0<ATE ≦10 10.0<ATE ≦20

粉塵及び

ミスト(mg/L)
ATE≦0.05 0.05<ATE≦0.5 0.5<ATE ≦1.0 1.0<ATE ≦5
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混合ガスの急性毒性判定基準

・ GHSではガスのATEにはLC50（４H)、すなわち実験動物（通常ラット）の4時間吸入

ばく露での半数致死濃度が使用される。

・ LC50の数値はISO 10298:2010（「ガス又はガス混合物の毒性の測定」）又は

UNRTDGの包装要件P200より得られる（国連輸送分類では1時間値）。

Ci =  成分（i）の容量濃度（%）

i  = 成分数ｎの時、iは1からｎ

n =  成分数

ATEi =  成分iの急性毒性推定値＝LC50/ rat4hでの各毒性成分


i ATEi

Ci
ATEmix
100急性毒性判定式
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急性毒性混合物判定の計算例

• 混合物の構成： 窒素中の10%硫化水素、5%四フッ化シリコン

• 急性毒性となる成分の分類：
硫化水素；急性毒性2、LC50=712ppm rat/1h、356ppm rat/4h
四フッ化シリコン；急性毒性2（輸送時の腐食）LC50=450ppm rat/1h、225ppm rat/4h
窒素；非毒性

• 急性毒性のための混合物の区分： 全ての毒性成分を考慮する
100/ATEmin=10/356+5/225=0.0281+0.0222=0.0503
ATEmix= 100/0.0503
= 1990ppm rat/4h（or 3980ppm rat/1h）

この混合物はGHSと輸送分類では急性毒性区分３に相当する。

• 気道を腐食させる混合物の区分： 急性毒性かつ腐食性は四フッ化シリコン
100/ ATEmix= 5/225= 0.0222
ATEmix= 100/0.0222= 4500ppm rat/4h >2500ppm

→ 9000ppm rat/1h >5000ppm
この混合物はGHSでは区分4、輸送分類では腐食性ではない。
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混合物の急性毒性判定の計算例

混合物の構成： 不活性ガス＋CO２＋CO（可燃性）

・CO2濃度が10%以下の場合

COはラットLC50(4h)=1880ppmのデータから区分3と分類されている。

混合物中のCO2濃度が10%以下の場合、混合物のATEmix値（急性毒性推定値）は

以下の式にて表される。（ATE値が未知の成分は急性毒性無しとみなして計算）

ATEmix=ATEco×100÷Cco
ATEco：COのLC50(4h)、Cco=混合物中のCO濃度（vol%）

・急性毒性のGHS分類が区分4では2500ppm< ATEmix < 20000ppmである。

よって、上記式から算出されるCcoの範囲は8.3%≦ Cco < 66.2% となり、CO濃度が

この範囲においては区分4となる。

（この範囲を超える場合、区分3となり、下回る場合は該当しない）
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急性毒性のラベル要素

危険有害性区分 区分1 区分2 区分3 区分4

絵表示

注意喚起語 危険 危険 危険 警告

危険有害性情報

経口

飲み込むと生
命に危険

飲み込むと生
命に危険

飲み込むと有
毒

飲み込むと有
害

経皮

皮膚に接触
すると生命に
危険

皮膚に接触す
ると生命に危
険

皮膚に接触す
ると有毒

皮膚に接触す
ると有害

吸入

吸入すると生
命に危険

吸入すると生
命に危険

吸入すると有
毒

吸入すると有
害
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皮膚腐食性の区分

腐食性区分1 腐食性細区分 動物3匹中1匹以上における腐食性

細区分を採用しな
い所轄官庁に適用
される

限られた所轄官庁
に適用される

ばく露時間 観察時間

腐食性

1A ≦3分間 ≦1時間

1B >3分間～≦1時間 ≦14日間

1C >1時間～≦4時間 ≦14日間
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皮膚腐食性／眼の重篤損傷性のラベル要素

皮膚腐食性／刺激性のラベル要素 眼への重篤損傷／刺激性のラベル
要素

危険有害性区分 区分1
（含1A、1B、1C）

区分2 区分1 区分2A

絵表示

注意喚起語 危険 警告 危険 警告

危険有害性情報 重篤な皮膚の薬
傷、眼の損傷

皮膚刺激 重篤な眼の損傷 強い眼刺激
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危険区分「生殖細胞変異原性」、「発がん性」、「生殖毒性」

生殖細胞変異原性 発がん性 生殖毒性

区分 特徴 特徴 特徴

区分1A ヒト生殖細胞に経世代突
然変異を誘発すると知ら
れている物質

人体への発がん性が知
られている。人体への結
果が区分されている

人体への生殖毒性として
知られている

区分1B ヒト生殖細胞に経世代突
然変異を誘発すると見な
されるべき物質

ヒトに対して恐らく発がん
性がある

ヒトに対して恐らく生殖毒
性がある

区分2 ヒト生殖細胞に経世代突
然変異を誘発する可能性
がある物質

ヒトに対する発がん性が
疑われる

ヒトに対する生殖細胞が疑
われる
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生殖細胞変異原性、発がん性、生殖毒性の伝達要素

生殖細胞変異原性の伝
達要素

発がん性の伝達要素 生殖毒性の伝達要素

区分 1A及び1B 2 1A及び1B 2 1A及び1B 2

絵表示

注意喚起
語

危険 警告 危険 警告 危険 警告

危険有害
性情報

遺伝性疾患
の恐れ

遺伝性疾患
の恐れの疑
い

発がんの恐
れ

発がんの恐
れの疑い

胎児への悪
影響の恐れ

胎児への悪
影響の恐れ
の疑い
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3.1 ラベルに関する一般事項

3.2 GHS対応ラベルに記載が必要な６項目

3.3 GHSラベル要素の大きさ、形、色

3.4 GHSラベルの仕様

3.5 ラベルの具体例

3. ラベル
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3.1 ラベルに関する一般的事項

・運送業者及び製品ユーザーに、その製品の危険有害性について明確に表示するととも
に、安全な取り扱い等を確保すること。

・ラベルとＳＤＳの表示内容には矛盾がないこと。

・ラベルは、ＳＤＳに記載されている内容の中で重要な内容を分かり易く簡潔、明瞭に記
載する。

・ラベルは、各国内法で表示が義務付けられており、それらの法に従った内容とする。

・国際的な流れを受け、法でＧＨＳ化が義務付けられた物質以外に、GHS分類に１つで
も該当する物質（ガス）は、ＧＨＳに基づいた表示とすることが努力義務化された。

①ラベルの目的

②ラベルとＳＤＳとの関係

③ラベル表示のＧＨＳ化

・従来のPLラベルにある主要な項目は、｢取扱注意｣として残し、PLラベルとしての役割
を持たせる。

・｢緊急時応急措置指針｣に基づく措置区分を示した「指針番号」と危険有害性のある化
学物質ごとに付与された「国連番号」を表記することにより、容器イエローカードとしての
役割を持たせる。

④産業ガス用としての考慮

JIMGA-T-S/65/15
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3.2 GHSラベルに記載が必要な６項目

項目 具体的意味

【危険有害性を示す絵表示】 黒い｢炎｣、｢ドクロ｣などのシンボルを、ひし形の赤い枠で
囲んだ絵

【注意喚起語】 危険有害性の重大さの程度を示し、潜在的な危険有害性
について警告するための語句。現在｢危険｣と｢警告｣の２
種類がある。

【危険有害性情報】 ｢極めて可燃性／引火性の高いガス｣、｢加圧ガス；熱する
と爆発のおそれ｣、｢飲み込むと生命に危険｣などの危険
有害性の性質及び該当する程度を示す語句。

【注意書き】 事故予防対策、応急措置、保管方法、廃棄方法などを示
す語句。

【化学品の名称】 化学品の名称又は一般名

（SDSの化学名又は一般名の記載と一致させる。輸送関
連法規が適用される場合は、国連品名も記載する。）

【供給者名】 化学品の製造業者名又は供給者名

（所在地、電話番号を記載することが望ましい。緊急連絡
先を記載してもよい）
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3.2.1 危険有害性を示す絵表示

名称（ｼﾝﾎﾞﾙ) ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ 円上の炎 炎 どくろ

絵表示

この絵表示を使用す
る危険有害性ｸﾗｽ

高圧ｶﾞｽ

圧縮ｶﾞｽ

液化ｶﾞｽ

深冷液化ｶﾞｽ

溶解ｶﾞｽ

支燃性又は酸化性ｶﾞｽ

酸化性液体・固体

可燃性又は引火性

ｶﾞｽ

ｴｱｿﾞｰﾙ

引火性液体

他

急性毒性

爆弾の爆発 腐食性 感嘆符 環境 健康有害性

爆発物

自己反応性化学品

有機過酸化物

金属腐食性物質

皮膚腐食性及び皮膚
刺激性

眼に対する重篤な損
傷性又は眼刺激性

急性毒性

皮膚感作性

特定標的臓器毒性

他

水生環境有害性 呼吸器感作性

生殖細胞変異原性

発がん性

他

JIMGA-T-S/65/15
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3.2.2 絵表示の優先順位

ａ） 物理化学的危険性の絵表示

・輸送関係法規が適用される場合は、同法規による表示を行う。

ｂ） 健康に対する有害性の絵表示

・下表の優先順位の原則を適用して表示する。

｢どくろ｣の絵表示を適用する場合、全
ての感嘆符を使用してはならない。 ＞

・全ての感嘆符

｢腐食性｣の絵表示を適用する場合、
皮膚又は眼刺激性を表す｢感嘆符｣を
使用してはならない。

注：皮膚又は眼刺激性以外の｢感嘆
符｣は適用外

＞

・皮膚又は眼刺激性の感嘆符

呼吸器感作性に関する｢健康有害性｣
の絵表示を適用する場合、皮膚感作
性、皮膚又は眼刺激性を表す｢感嘆
符｣を使用してはならない。

注：皮膚感作性、皮膚又は眼刺激性
以外の｢感嘆符｣は適用外

・呼吸器感作
性

＞

・皮膚感作性の感嘆符

・皮膚又は眼刺激性の感嘆符

JIMGA-T-S/65/15
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3.2.3 注意喚起語

・該当化学品の危険有害性の重大性に応じて、以下の２種類を用いる。

注意喚起語 適用基準

危険 より重大な危険有害性の区分に用いられる。

警告 重大性が低い危険有害性の区分に用いられる。

・｢注意喚起語｣のなかで最も重大なレベルの注意喚起語を一つだけ表示する。

【注意喚起語】
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3.2.4 危険有害性情報 ＆ 注意書き

・各危険有害性クラス及び区分に割り当てられた文言で、該当化学品の危険有害性の
性質とその程度を示すもの。

・該当する全ての｢危険有害性情報｣を選定し、表示する。

・各危険有害性クラス及び区分に割り当てられた文言で、危険有害性を持つ該当化学品
へのばく露、その不適切な保管や取り扱いから生じる被害を防止、被害を最小にするた
めに取るべき措置を示すもの。

・製造物責任（ＰＬ）対応上必要と思われる場合は、危険有害性の有無に関らず文言を
適宜記載してもよい。

・注意書きの編集は、ラベル表示の責任者である化学品の製造者又は供給者が、適切
に事故予防ができ、法規遵守ができる条件で行う必要がある。

【危険有害性情報】

【注意書き】
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3.2.5 化学品の名称 ＆ 供給者名

・製品名を記載する。その場合、該当化学品のＳＤＳに記載する製品名と一致させること
が望ましい。

・輸送関係法規に該当する場合は、国連品名を記載する。

・化学物質の名称（化学名）を含むことが望ましい。

・混合物のラベルには、含有する成分の内、各種法令によって指定されている化学物質
に関しては、各種法令に従って記載する（例えば労働安全衛生法表示対象物質等）。

・指定された化学物質以外の化学物質についても、取り扱う者に危険有害性を及ぼす
可能性があるものを全て記載することが望ましい。

・受領者の安全と環境保全が危うくならないと判断できれば、営業秘密等により一般名を
記載できる。営業秘密による行政機関の規則がある場合にはこれに従う。
ただし、営業秘密により成分名を記載しない場合でも、記載しない成分の危険有害性情
報は記載しなければならない。

・化学品の製造者／供給者名を表示する。

・所在地及び電話番号を記載する。

・緊急連絡先についても記載することが望ましい。

【化学品の名称】

【供給者名】
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3.2.6 補足情報

・ＪＩＳラベルの必要記載事項ではないが、注意書き等としてラベルに含めるべき他の要素
がある場合には、自主的に補足情報を加えてもよい。ただし、不必要な情報が増加したり、
ＪＩＳ Ｚ ７２５３で規程されたラベル要素が軽視されないように、次のいずれかの事項に限
定することが望ましい。

a） 詳細な情報を提供し、ＪＩＳ Ｚ ７２５３で示された危険有害性に関する情報の妥当性

に矛盾したり、疑いを生じさせない。

b） GHSに未だ取り入れられていない危険有害性に関する情報を提供する。

・いずれの場合にも補足情報により、健康や環境が保護されるレベルが低下しないように
する。

・補足情報の配置についてもＪＩＳ Ｚ ７２５３の表示必要項目の表示を妨げないようにする。

・物理的状態、ばく露経路などの危険有害性に関する補足情報については、ラベルの
補足情報の部分に示すのではなく、危険有害性情報とともに示すことが望ましい。
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3.3 GHSラベル要素の大きさ、形、色

要
素

大きさ 形 色

文
字

正常の視力の人が、容
易に判読出来る大きさと
する。

注意喚起語（｢危険｣、
｢警告｣）については、他
の文字より大きくする。

ゴシック体など簡潔明瞭
な字体を使用する。

通常は黒色を使用す
るが、化学品性能など
に支障が無い場合や
背景色との対比などで
支障がある場合には
他の色を用いてもよい。

絵
表
示

絵表示の大きさ（高さ）
は、文字の大きさより小
さくならないようにする。
1cm2以上の面積が望
ましい。

一つの頂点で正立させた
正方形の背景の上に黒い
シンボルを置き、はっきり
見えるように十分に幅広
い赤い枠で囲む。

左記参照。

絵表示の外枠の色は
赤色であることに注意
する。（注１）

（注１）：ＪＩＳ改訂に伴う暫定措置により、２０１６年（平成２８年）１２月３１日までは、

輸出しない包装品のラベルについて、黒い枠を用いてもよい。
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3.4 GHSラベルの仕様

要素 条件

大きさ 危険有害性の度合い、使用環境、人の危険回避能力、
化学品容器の大きさを考慮して各社で決める。

形 特に事情がない場合は、長方形又は正方形とする。表
示内容の判別が難しい形は避ける。

背景色 通常は白色とする。白色でない場合は文字や絵表示が
判別しやすいよう考慮する。

材質、接着剤、表面処
理（コート材質）、印刷方
法、印刷インキ

使用される環境に応じて、摩擦、日光、温度、水分、化学
成分、外部応力及び汚染などに必要期間耐えられること
ができるものを選定する。
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3.5.1 ラベルの具体例（１／8）

（窒素,アルゴン,ヘリウム）＋メタンの混合ガス（可燃性・区分１）

①表示する情報の収集･整理

項目 具体例等

化学品名 （窒素,アルゴン,ヘリウム）＋メタンの混合ガス

成分・含有量 窒素：非開示、 アルゴン：非開示

ヘリウム：非開示、 メタン：非開示

内容量 ７ｍ３

GHSによる危険有害性分類結果 極めて可燃性／引火性の高いガス 区分１

加圧ガス；熱すると爆発の恐れ 圧縮ガス

該当法規 高圧ガス保安法

容器YC 指針番号 １１５

国連番号 １９５４

製造者／供給者名、住所 ○○○○株式会社 東京都○○区○○XX-XX 

連絡先 ○○○○事業部 TEL03-XXXX-XXXX

・ラベル作成のために必要な当該化学品の具体的な情報やGHSによる危険有害性分
類結果（危険有害性のクラスと区分）等を収集･整理する。
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3.5.2 ラベルの具体例（２／8）

②JISによるラベル内容の決定

②-１ ｢注意喚起語｣、｢危険有害性情報｣及び｢シンボル｣の選定

・GHSによる危険有害性の｢クラス｣と｢区分｣に対応する｢注意喚起語｣、｢危険有害性情報｣
及び｢シンボル｣を選定する。

１ ２ ３ ４ ５ ６

危険有害性

クラス

危険有害

性区分

注意

喚起語

危険有害

性情報

シンボル 注意書き

危険有害性分類結果から

記載する。

１列と２列の欄に対応する要素を選定

する（表１「危険有害性情報文言」参照）。

１列と２列に対応する注意書きを選定する（表２「注意書き文言」参照）。

可燃性／

引火性ガス

区分１ 危険 極めて

可燃性／

引火性の

高いガス

炎 予防策 ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。

・換気の良い場所で使用すること。

応急措置 ・漏洩ガス火災の場合；漏洩が安全に停止されない限り消火しないこと。

安全に対処できるならば着火源を除去すること。

・吸入した場合；気分が悪い時は、医師に連絡すること。

高圧ガス 圧縮ガス 警告 加圧ガス；

熱すると

爆発の恐
れ

ガスボンベ 保管 ・日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。

廃棄 ・内容物／容器は勝手に廃棄せず、製造者または販売者に 問い合わせ

ること。
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3.5.3 ラベルの具体例（３／8）
危険有害性情報文言

危険有害性情報文言 適用ガス（物性）

加圧ガス；熱すると爆発のおそれ 不活性ガス,非支燃性ガス,
支燃性ガス,非可燃性ガス,
可燃性ガス,毒性ガス

酸化性物質；発火または火炎助長のおそれ 支燃性ガス

深冷液化ガス；凍傷または傷害のおそれ 深冷液化ガス
（LO2,LN2,LAr,LAir,LHe）

極めて可燃性／引火性の高いガス 可燃性ガス

吸入すると有害のおそれ 毒性ガス

生殖能または胎児への悪影響のおそれ 毒性ガス

臓器（吸入：循環器・神経）の障害のおそれ 毒性ガス

長期または反復ばく露による臓器（吸入・心臓・

血液）の障害のおそれ

毒性ガス
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3.5.4 ラベルの具体例（4／8）

注意書き文言（1）

注意書き 適用ガス（物性）

種類 文言

予防策 換気の良い場所で使用すること｡ 不活性ガス,非支燃性ガス,非可燃性ガス,

可燃性ガス,液化窒素,液化アルゴン,

液化ヘリウム

可燃物から遠ざけること｡ 支燃性ガス

減圧バルブにはグリースおよび油を使用しないこと。 支燃性ガス

革手袋／保護衣／保護面／保護眼鏡を着用すること。 深冷液化ガス（ LO2,LN2,LAr,LAir,LHe ）

熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。

－禁煙

可燃性ガス

使用前に取り扱い説明書を入手すること。 毒性ガス

すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 毒性ガス

指定された個人用保護具を使用すること。 毒性ガス

粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること 毒性ガス

取り扱い後はよく手を洗うこと。 毒性ガス

この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 毒性ガス

屋外または換気のよい場所でのみ使用すること。 毒性ガス
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3.5.5 ラベルの具体例（5／8）

注意書き文言（２）

注意書き 適用ガス（物性）

種類 文言

応急措置 吸入した場合；気分が悪いときは、医師に連絡すること。 不活性ガス,非支燃性ガス,非可燃性ガス,

可燃性ガス,毒性ガス

火災の場合には､安全に対処できるなら漏洩を止めること。 支燃性ガス

漏洩ガス火災の場合；漏洩が安全に停止されない限り消火しないこと。

安全に対処できるならば着火源を除去すること。

可燃性ガス

凍った部分をぬるま湯で溶かすこと。受傷部はこすらないこと。

直ちに医師の診断／手当てを受けること。

深冷液化ガス（ LO2,LN2,LAr,LAir,LHe ）

吸入した場合；空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息

させること。

毒性ガス

ばく露またはばく露の懸念がある場合；医師の診断／手当を受けること。 毒性ガス

ばく露した場合；医師に連絡すること。 毒性ガス

保管 日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。 全てのガス

施錠して保管すること。 毒性ガス

廃棄 内容物／容器は勝手に廃棄せず、製造者または販売者に問い合わせ

ること。

全てのガス
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3.5.6 ラベルの具体例（6／8）

②-２ ｢注意喚起語｣の選定

・ＪＩＳ Ｚ ７２５３に従い、該当する「危険」又は「警告」の注意喚起語の内、強い方を一つだけ
選定する。

②-３ ｢注意書き｣の選定及び編集

・「注意書き」を選定後、下記の点に留意して編集する。

ａ） 選定された｢注意書き｣で重複するものは一つだけ採用する。

ｂ） 類似した表現や、まとめた方が簡潔に表現できる「注意書き」はまとめて表示する。

ｃ） 法規や、製造者等が指定する「注意書き」に付加する説明事項（例：消火器の種類、

保護具の種類の指定など）があれば、記載する。

ｄ） 選定された｢注意書き｣で、化学品の種類や用途、使用者、既存品の表示例、事故

例、使用環境などを考慮して、製造者等（ラベルの作成責任者）が表示を省略する
ことができると判断した場合は、作成者の責任で省略する。

ｅ） 補足情報で、注意書きに記載することがあれば記載する。
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3.5.7 ラベルの具体例（7／8）

②-４ ｢化学品の名称｣の表示

・ＳＤＳの製品名と一致させてラベルに表示する。

・該当する法令がある場合、法令上の名称が必要かどうかを確認する。

・指針番号、国連番号の記載。

②-５ 「供給者を特定する情報」の表示

・会社名、担当事業部名等、住所、電話番号を記載する。
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3.5.8 ラベルの具体例（8／8）

注意喚起語

絵表示（ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ）

指針番号

供給者名・連絡先

危険有害性情報

注意書き

国連番号

製品の名称

取扱注意文書

従来のＰＬラベルの
記載事項も反映

容器イエローカード
の機能も付与
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４．SDS

4.1 基本的事項

4.2 SDS作成手順

4.3 SDSの記載要領



4.1 基本的事項
4.1.1 全体的事項

(1) SDSは危険有害な化学品について安全な取扱いを確保するため、安全、健康、及び

環境に関する「参考情報」として供給者からユーザーに提供されるものであり、化学品

による事故を未然に防止することを目的としたものである。

(2) SDSの16項目の項目番号、項目名は必ず記載する。順序は変更してはならない。

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

(3) 小項目名は適宜省略が可能である。JIS Z 7252:2010やJIS Z 7253:2012 にない小

項目名を追加して情報提供することも可能であるが、空欄は許されないので、なんら

かの情報を記載する。

(4) 混合物の場合、成分ごとのSDSでなく、混合物としての化学製品自体のSDSを作成

して情報を提供するべきであるが、個々の成分についての情報が「有用な情報」であ

る場合は、積極的に提供する。

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
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4.1 基本的事項
4.1.2 法的取扱い

労働安全衛生法（以下、安衛法）、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（以下、化管法又はPRTR法）、毒物及び劇物取締法（以下、
毒劇法）で指定する約1500物質についてSDSの提供が義務付けられている。
GHSそのものは強制力を持たない国連の経済社会理事会の勧告(Non-Mandatory)であ
り、法的なものではないが、日本国内の関連の法令がGHSに沿った改正がなされ、その
段階で順次法的規制として盛り込まれることが検討されている。2006年12月施行の改正
安衛法では通知対象物質に初めて JIS Z 7250:2005 に基くGHS様式のMSDS作成が義
務付けられた。2012年4月施行の安衛法規則の一部改正によりJIS Z 7253:2012に定め
る物理化学的危険性又は健康に対する有害性を一つでも有する化学物質等にもラベル
表示やSDSの提供が努力義務化されることになった。
更に、2012年6月から施行されるMSDS省令及び化学物質管理指針の一部改正により
化管法に基づくSDSで提供すべき情報についてGHSに対応する16項目に合わせるととも
に、当該項目への記載方法についてと、新たなラベル表示について、GHSに対応する
JISにより行うことが努力義務化された。
また、事業者が化学物質の自主的な管理の改善を促進する際に留意すべき措置を定
めている化学物質管理指針における情報の活用に関する事項に、GHSに対応するJISを

遵守し、化学物質の自主的な管理の改善に努めることが追加された。
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4.1.3 適用範囲

ＧＨＳでは、物理化学的危険性、健康又は 健康及び環境の各危険有害性クラスに対する濃度限界（カットオフ値）

環境に関する有害性の調和した区分に適合

するすべての化学物質とその混合物に対し、

また、混合物の基準（右表参照）に規定され

ている濃度限界を超える濃度で、発がん性、

生殖毒性、又は特定の標的臓器毒性の基準

を満たす化学物質を含有するすべての混合

物に対して、SDSを作成すべきであるとして

いる。さらに、安衛法、化管法、毒劇法その

他の法令で定める化学物質等を含む製品に

ついてはSDSの作成、提供が義務付けられ

ているが、取扱うすべての化学物質・製品に

対してSDSを作成・提供することが一般的に

なっている。

危険有害性クラス 濃度限界（カットオフ値）

急性毒性 1.0% 以上

皮膚腐食性及び皮膚刺激性 1.0% 以上

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 1.0% 以上

呼吸器感作性又は皮膚感作性 1.0% 以上

生殖細胞変異原性 区分1 0.1% 以上

生殖細胞変異原性 区分2 1.0% 以上

発がん性 0.1% 以上

生殖毒性区分1､2又は授乳に対する又
は授乳を介した影響

0.1% 以上

特定標的臓器毒性（単回ばく露） 1.0% 以上

特定標的臓器毒性（反復ばく露） 1.0% 以上

水生環境毒性 1.0% 以上

オゾン層への有害性 0.1% 以上

4.1 基本的事項
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4.2 SDS作成手順

4.2.1 SDS全体の作成手順

が必要である。法に基づく試験の実施や自社独自の上市前安全基準により、自社で実施

した安全試験データがある場合は、必ず記載する。

4.2.1.4 原案作成

安全性情報の調査及びGHSの分類、適用法令調査が完了したら、自社所定の様式に必

要情報を記載し、原案を作成する。

4.2.1.5 作成案のチェック

原案作成後、必ず記載内容のチェックを行う。

SDS作成全体作業手順

1.製品の成分、含有量（組成）の特定

2.事前確認

3.安全性情報の調査及び評価

4.原案作成

5.作成案のチェック

1.記載様式の決定

2.製品特定情報の記載

3.ハザード情報の記載

4.取扱い情報の記載

4.2.1.1 製品の組成、成分の特定
製品の機能として必要な成分物
質だけでなく、確認されている不
純物、副生物も加える。

4.2.1.2 事前確認
新たにSDSを作成する必要性が
生じた場合、SDS作成対象物質で
あるか等の基本要件と既存SDS
があるかどうかを予め確認する。

4.2.1.3 安全性情報の調査及び評価

混合物において、物理化学的危

険性は製品の有り姿としてデータ
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4.3.1 表題、ページ等の扱い

(1) 表題

データシートの表題は、JIS Z 7253:2012に基

づき「安全データシート」とする。

(2) 各ページ記載

各ページの上部もしくは下部に、化学品名、

会社名、整理番号、最新の改訂日（初めて作

成した場合は作成日：作成した年月日及び/又

は最新の改訂年月日を記載する。日付の記載

は必須である。）、ページ数/総ページ数を記

載するのがよい。

例：窒素ガス、JIMGA、No.123-4、

2013年 6月1日、1頁/4頁
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4.3.2 各項目の記載要領

4.3.2.1 「化学品及び会社情報」の書き方

化学品の名称、会社名、住所、担当部門、電話

番号、ファックス番号、緊急連絡先等を記載する

項目である。

4.3.2.2 「危険有害性の要約」の書き方

危険有害性について要約を記載する項目である。

物理化学的危険性、健康有害性、環境有害性に

関し、GHS分類に基づき簡潔に記載する。この他

に想定される非常事態の概要等も記載する。 当

該製品がGHS分類に該当する場合には、GHS分

類及びGHSラベル要素（絵表示又はシンボル、注

意喚起語、危険有害性情報、及び注意書き）を記

載しなければならない。

4.3.2.3 「組成及び成分情報」の書き方

化学品が化学物質として何であるかということを

特定する情報を記載する項目である。当該製品

が、GHS分類に基づき危険有害性があると判断さ

れた場合は、不純物も含め分類に寄与するすべ

ての成分物質の化学名又は一般名及び濃度又は

濃度範囲を記載することが望ましい。
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4.3.2.4 「応急措置」の書き方

化学品の取扱いにおいて、作業者にばく露等が

生じた場合に意思による処置に先立って障害の

程度を小さくするために現場で速やかに行うこと

ができる適切な処置方法について記載する項目

である。

4.3.2.5 「火災時の措置」の書き方

化学品が着火した場合、又は周辺火災に巻き込

まれた場合を想定して、消火の方法及び消火を適

切かつ安全に行うために注意事項を記載する項

目である。

4.3.2.6 「漏出時の措置」の書き方

化学品が漏出又は流出した場合に、人や建物又

は環境への影響を適切かつ安全に防止し、或い

は最小限に抑えるために取るべき手段や流出物

の処理等を記載する。

4.3.2.7 「取扱い及び保管上の注意」の書き方

化学品の安全取扱い及び保管（主として容器によ

る貯蔵）に関する一般的注意事項を記載する項目

である。設備基準等の詳細を記載する必要はない。

衛生対策はこの項に記載する。
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① 取扱い（ [情報があれば記載する項目] ）

①-1 技術的対策(局所排気・全体換気等） （ [情報

があれば記載する項目] ）
作業者のばく露防止上の注意で「8.ばく露防

止及び保護措置」に記載する事項以外はこの

項目に記載する。火災爆発防止等の取扱い

上の注意もこの項目に記載する。

①-2 安全取扱注意事項（ [情報があれば記載する

項目] ）
化学品を安全に取扱ううえでの注意事項を

記載する。

①-3 接触回避 [情報があれば記載する項目] ）
混合接触防止、接触回避等の情報があれば

記載する。

①-4 衛生対策（ [記載が望ましい項目] ）
衛生対策に関する情報があれば記載する。

② 保管（ [情報があれば記載する項目] ）
②-1 安全な保管条件（ [情報があれば記載する項

目] ）
保管に関する技術的対策上の注意事項、必

要な設備対策あればここに記載する。
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②- 2 安全な容器包装材料（ [情報があれば記載

する項目] ）
4.3.2.8 「ばく露防止及び保護措置」の書き方

化学品の眼や皮膚との接触、経口（固体又は液

体の飲み込み）、吸入（ガス又は粉塵の吸込み）

等により生ずる急性または慢性の健康障害を予

防するための設備上の対策、管理濃度、許容濃

度、保護具について記載する項目である 。

4.3.2.9 「物理的及び化学的性質」の書き方

化学品の物理的及び化学的性質のデータを記載

する項目である。引火点、発火点、爆発範囲等の

物理的危険性データもこの項目に記載する。

混合物等の場合で、製品中の主成分や特定の成

分に関するデータしかない場合には、その旨を明

記して記載する。データがない場合は、「データな

し」とか「知見なし」のように記載する。

4.3.2.10 「安定性及び反応性」の書き方

化学品の定性、化学的反応性及び特定条件下で

生じる危険有害反応可能性等を記載する。また、

当該製品の化学的危険性に関する性質及びそれ

らの性質に基づいて避けるべき条件等を記載する。
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4.3.2.11 「有害性情報」の書き方

化学品の人又は動物試験等による有害性毒性

等）の定量的データや情報を記載する項目であ

る。混合物等の場合、製品全体としてのデータ
を

優先的に記載する。

4.3.2.12 「環境影響情報」の書き方

化学品が環境に流出したときの挙動等を推定

するのに参考となるデータ及び環境生物への直

接的な影響についてのデータを記載する。

4.3.2.13 「廃棄上の注意」の書き方

化学品又はその化学品を含む廃棄物を廃棄す

る場合の注意事項を記載する項目である。取扱

い及び保管上の注意に記載した内容に基づき、

特記すべき注意事項があれば記載する。

4.3.2.14 「輸送上の注意」の書き方

化学品の輸送の安全確保上必要な事項につい

て記載する項目である。輸送に係る国際規制に

よるコード及び分類に関する情報を含めなけれ

ばならない。
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4.3.2.15 「適用法令」の書き方

化学品に適用される主たる法規制に関する情報を記載
する。法令によっては法律だけでなく、政令、省令、告示、
通達について調査した上で記載することが必要な場合が
ある。SDS関連法である化管法、安衛法、毒劇法におい
て適用をを受ける場合には必ず記載する。

4.3.2.16 「その他の情報」の書き方

ここでは安全上重要であるが、1から15項目に直接関連
しない情報があれば記載する。SDSの記載内容に関する

問合せ先、引用文献、特別の訓練の必要性、推奨される
取扱い、制約条件等があればここに記載する。

なお、ユーザーへの一般的な注意として、

1)本データシートは、化学品の工業的な一般的取扱いに際
しての安全な取扱いについて最新の情報を集めたもので
あるが万全でではないこと、

2) 新たな情報を入手した場合は追加又は訂正されること

があること、

3) 化学品に他に化学物質を混合したり、特殊な条件で使

用するときは、ユーザーが安全性の評価を実施すること、

4) 本データシートは保証値ではないこと、 を文章化して

末尾に記載する。
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4.3.3 営業秘密上の取扱い

化学物質でも特殊な高分子製品の場合や混合物製品の情報で、営業秘密上SDS上に

明確には示せないケースが存在する。営業秘密の部分は、「営業秘密」又は「非公開」

と記載してもよいが、全体を一括して「営業秘密」又は「非公開」と表現することはできない。

4.3.3.1 法的取扱い

営業秘密として明確にSDSに記載していない法令上義務化されている情報については

別の何らかの方法で情報提供しなければならない。

法令上情報提供が義務付けられているものとして

・ 化管法：第1種又は第2種指定化学物質の名称、含有量（1% 以上（特定第1種指定化学

物質は0.1% 以上）含有している成分の有効数字2桁情報）、指定区分、及び政令番号

の情報提供。

・ 安衛法：通知対象物の名称、含有量（1% を越えて含有している成分の最大10% の幅

情報）の通知。

・ 毒劇法：毒物又は劇物として指定されたものの成分及び含有量の情報提供。

なお、SDSそのものを営業秘密として扱ってはならないが、成分表や別紙について秘密

保持契約等を締結して秘密を保持することができる。
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4.3.3.2 GHS上の取扱い

GHS分類に該当し、かつ、GHSにおける濃度限界以上含有する成分については、全て

の危険有害成分を記載する。判明している危険有害成分は、その化学名又は一般名及

び濃度又は濃度範囲を記載することが望ましい。記載内容が営業秘密に属する場合は、

一般名（総称名）で記載してもよい。
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5.1 物理化学的危険性データ

5.2 ガイドブック対象物質表

5.3  用語集

5. データ


