平成 28 年 6 月 1 日施行の改正安衛法に基づく表示義務について
～ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ及びｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ含有製品の表示に関して～
平成 28 年 3 月 1 日
ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ協会

平成 28 年 6 月 1 日施行の改正安衛法（以下、本法）では、表示義務対象物質が SDS 交付義務対
象物質範囲まで拡大され、ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸを含む 640 物質についてラベル表示が 義務化されます。本
法の目的は、ラベル による情報伝達を通じた労働者の安全の担保にあります。
ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ関係では、ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ自体とｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸを 0.1%以上含む粉体・液体製品が表示対象
となります。（ゴム製品・ゴムマスターバッチのような固体形状の含有製品は除外されます）
1、 本法の概要(詳細 安衛法におけるラベル表示・SDS(安全データシート)提供制度－厚生労働省参照
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/130813-01.html )
① 施行： 2016 年（平成 28 年）6 月 1 日 （猶予期間 2017 年 5 月 31 日迄）
② 対象製品形態：容器又は包装品
2、 ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ適応例
① 対象製品形態：袋詰め・コンテナバック等(プラスチック瓶詰サンプルを含む)
② 非対象の製品形態:バルク車 （容器又は包装品でないため）
③ 記載例:添付表 1 ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸラベル例 記載
注】本記載は、ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ協会が一般的なｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸに関して GHS 分類に基づき判断した
物であり、個別のｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ製品について記載したものではない。個別の製品につい
ては、製造メーカに問い合わせていただきたい。
④ 記載言語:日本語(ただし、英語・中国語等の表記が並べて記載されても良い)
⑤ 国内で流通するすべてのもの。

3、 問い合わせ先
〒107－0051
東京都港区元赤坂 1－5－26 東部ビル 5F
ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ協会 金井
℡:03－5786－3015

平成 28 年 3 月 1 日
カーボンブラック協会
添付表１、ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸラベル例
カーボンブラック

①

Carbon

Black

②
③
④

Net○○Kg
or 表面に表示
注意喚起語
【なし】
絵表示
【なし】
危険有害性情報
【なし】
＊1【JISZ7252 GHS 分類ガイダンスにて判断】
注意書き
「安全対策」 カーボンブラック(以下 CB)の輸送、貯蔵、使用等の取扱い上の設備は極力密閉

⑤

「応急措置」

「保管」
「廃棄」

構造とする。CB の袋詰め、解体等の発塵作業は局所排気装置を用い、発生した
粉しんは発生源にて除去する。屋内作業場において浮遊粉じん濃度を極力下げ
るため全体換気装置を設ける。
粉じん作業に従事する場合は、防じんマスク(粒子捕集効率が 99.9％以上であ
り、国家検定に合格した物）、防じんメガネ、ゴム手袋を着用する。
① 目に入った場合：清水で 15 分ていねいに洗う。眼のふちに付着した場合は
クレンジングクリームを塗り、柔らかい布でふき取る。快癒しない場合は医
師の診断を受ける
② 吸入した場合：水でうがいをし、口の中をよく洗う。大量の場合は被災者を
新鮮な空気中に移す。快癒しない場合は医師の診断を受ける。
③ 飲み込んだ場合：水でうがいをし、口の中をよく洗う。大量の場合は、指な
どを用いて吐き出させる。体内に摂取したものは自然に排出される．快癒し
ない場合は医師の診断を受ける。
④ 皮膚に付着した場合：石鹸でよく洗う。汚れ落ちが悪い場合は、クレンジン
グクリームを塗り、柔らかい布でふき取る。快癒しない場合は医師の診断を
受ける
直射日光下で保管および硝酸塩等の強酸化剤との接触は避ける
産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき廃棄する。
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Label indication requirement based on the revised Industrial Safety and Health Law enforced on June 1, 2016
(Safety indication on carbon black and related products)
In the revised Industrial Safety and Health Law (in the rest of this document referred to as the Fundamental Law) enforced on June 1,
2016, the material targeted for printed indication requirement was enlarged to include the material publishing SDS. Label indication was
made mandatory for 640 materials including carbon black. The purpose of the Fundamental Law is to secure the safety of workers
through the explanation on the label.
Carbon black or powder and liquid products that include more than 0.1% carbon black are targeted for indication. Solid products such as
those made by rubber and rubber master-batch are excluded.
1. Please refer to the following web-site for the summary of the Fundamental Law.
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/130813-01.html
As explained in the above link, the required details of the label indication and SDS are;
a) Commencement date: June 1, 2016 (grace period: one year (until May 31, 2017)
b) The types of under the new Law: Packages and containers
2. Proper examples of carbon black labeling
a) The product style covered by the Law: Packages and Sacks etc.(including bottles made from plastic).
b) Not covered by the Law: Hopper Car (It is not recognized as a Package or Container).
c) Sample form: Refer to the attached example
Note: The above points are the common opinion described by Carbon Black Association based on GHS classification of general carbon
black. The example does not cover individual carbon black products. Please refer to each manufacturer for more information, if need be.
d) Language: Japanese (If necessary, English, Chinese, etc. translations can accompany the Japanese text. (Japanese (text) is
required)).
e) The target of the Law is only for the commercialized products that are distributed in Japan.
Contact us:
Tobu Bldg. 5F 1-5-26 Motoakasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan 107-0051
Japan Carbon Black Association
General Manager of Technical Department
Takaaki Kanai
Tel: +81-3-5786-3015 Fax:+81-3-3478-3016

