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第1章 化学分野における標準化
の意義・目的

本資料は、経済産業省委託事業である
「平成20年度 国内人材育成等基盤体制
強化事業 （標準化に関する教育体制整備）」
の成果である。
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化学分野における標準化の意義・目的 2

“標準化”の考え方を学習する。

化学と産業・労働安全衛生及び環境保全との関係を学習する。

RoHS指令，REACH等を例に挙げ，化学物質規制のトレンドを学習する。

化学分野における標準化の歴史を学ぶ。

化学分野における標準化の意義と目的を学ぶ。

学習のねらい ・・・・・第1章 化学分野における標準化の意義・目的
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1 標準化の考え方 ①

科学の特徴は，実証が可能な点にある。これは，科学が芸術のように主観的ではなく，

客観的な指標に基づいて物事を判断するからに他ならない。

すなわち，科学においては，例えば1ｍの長さは誰にとっても同じ長さでなければなら

ず，その実体は「メートル原器」の長さで示される。

このように，科学ではある事象を表現する場合に，適当な「基準」を定め，これを用い

ることによって普遍性を担保している。

科学ではこのような「基準」を一般に「標準（standard）」と言い，この「標準」を用いて

装置・方法・操作などに普遍性を与えることを「標準化（standardization）」と言う。
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1 標準化の考え方 ②・・・・・標準化の恩恵①

■ 標準化によって，ソフト・ハードの両面で次のような効果が一般に期待できる。

■ ソフト面

（1） 研究結果の評価，結果の解釈などが世界中で客観的に行える。

（2） 実験データの信頼性が向上する。

（3） データの比較・互換性が生まれる。

（4） 共同研究が促進される。

（5） ネガティブなデータでも意味をもつ。

（6） 実験や試行の無駄な重複が避けられる。
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1 標準化の考え方 ②・・・・・標準化の恩恵②

■ ハード面

（1） 世界共通の規格で製品作りができる。

（2） メーカー間で部品の互換性が得られる。

（3） 部品が大量に作れるので，製品の製造コストを抑制できる。

（4） 製品の普及速度を向上できる。

（5） 規格外品を非関税障壁で排除できる。
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2 化学と産業との関わり ①・・・・・化学

■ 【化学（chemistry）】

諸物質の構造・性質並びにこれら物質相互間の反応を研究する自然科学の

一部門。旧称，舎密（セイミ）。 〔『広辞苑』より〕

■ 化学は，研究内容（合成化学，分析化学，物理化学，生化学など），研究分野（有

機化学，無機化学），研究対象（高分子化学，薬品化学，食品化学など）など，切

り口によってさまざまに細分化できるが，理論化学や情報化学以外の実験化学分

野の全てで試薬や溶媒などの化学物質を使用するのが特徴である。しかし，非実

験化学においても，紙，筆記具，CDなどの化学物質を使用していることを忘れては

ならない。
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2 化学と産業との関わり ②・・・・・産業

■ 【産業（industry）】

生産を営む仕事，すなわち自然物に人力を加えて，その使用価値を創造し，また，

これを増大するため，その形態を変更し，もしくはこれを移転する経済行為。農業・

牧畜業・林業・水産業・鉱業・工業・商業及び貿易など。 〔『広辞苑』より〕

■ 第一次産業・・・・・農業・林業・水産業など，自然に直接働きかける産業

第二次産業・・・・・鉱業及び農林水産物・鉱産物などを二次的に加工する産業

第三次産業・・・・・第一次・第二次産業以外の全ての産業。商業・サービス業・運輸

通信業など。

◆ 解説

産業とは総じて「モノ作り」であり，新しい産業であるIT産業においても「情報」，「予測」，「価値」といっ
た無形の財産を生産している意味において，第一次産業や第二次産業と同じである。

第一次産業では農薬（農業），駆虫剤（林業），船底塗料（漁業）など，第二次産業では燃料（鉱業），
食品添加物（食品産業），保存剤（水産加工業）など，第三次産業においても医薬品原料，化粧品原料
などの化学物質の使用が不可欠である。

全ての産業は何らかの形で化学の恩恵を受けているが，化学物質の反応・製造・利用に関する下記
の産業などが化学との関わりが も密接である。

・石油化学産業

・プラスチック産業

・製薬産業

・試薬産業

・香粧品産業

・食品産業など
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3 化学と労働安全衛生

■ 化学物質は生体や環境に有害な側面を有するため，下記に示す種々の法令に

よって製造，使用，輸入等が規制されている。

（1） 労働安全衛生法

（2） 消防法

（3） 劇物・毒物取締法

（4） 麻薬取締法

（5） 覚醒剤取締法

（6） 高圧ガス取締法

（7） 薬事法（日本薬局方）

（8） 食品衛生法
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4 化学と環境保全 ①
・・・・・地球環境の主な異常現象と主要な原因

（1） 地球温暖化 ・・・・・ 温室効果ガス，地球の周期性

（2） オゾン層の減少・・・・・ フロンガス

（3） 砂漠化 ・・・・・・・・・ 気象条件の変化（降雨量の減少，気温の上昇），森林伐採，

放牧，農業，塩害

（4） 生態系の破壊 ・・・・・ 環境ホルモン，森林破壊，農薬

（5） 動植物の絶滅 ・・・・・ 森林破壊，農薬

（6） 環境汚染 ・・・・・・・・ 化学物質

（7） 異常気象 ・・・・・・・・ 地球温暖化，エルニーニョ，ラニーニョ

（8） 温室効果ガスの増加・・・ 産業活動

（9） 酸性雨 ・・・・・・・・・ NOx ，SOx
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4 化学と環境保全 ②・・・・・化学物質の有害性

■ 化学物質の有害性は生物学的有害性に帰着し，下記の例のようにさまざまな

観点から分類された有害化学物質がある。

● 環境汚染物質

大気汚染物質（VOCs，アルデヒド類など）

水質汚染物質（重金属，シアン化合物，農薬など）

土壌汚染物質

● 環境ホルモン（Environmental Hormones）

● オゾン層破壊物質（Ozone-Depleting Substances）

● 温室効果ガス（Greenhouse Gas,GHG）

◆ 解説
化学物質が示す有害性は，急性毒性，慢性毒性，皮膚腐食性・刺激性，呼吸器有害性，神経毒性，

細胞毒性，発がん性，変異原性，生殖毒性などさまざまな観点で発現する。

環境汚染物質は大気汚染物質，水質汚染物質，土壌汚染物質に大別できる。大気汚染物質には，
環境基準が定められている二酸化硫黄（SO2），一酸化炭素（CO），二酸化窒素（NO2），浮遊粒子状
物質，光化学オキシダント，トリクロロエチレンなどがある。この他，大気汚染防止法（1968年）で多くの
物質の排出が規制されている。水質汚染物質には，重金属類，シアン化合物，揮発性有機塩素化合
物，農薬，フッ素化合物，ホウ素化合物など多数の化学物質が含まれ，環境基本法で環境基準が，ま
た，水質汚濁防止法で一律に排水基準がそれぞれ定められている。土壌汚染物質は，土壌汚染対策
法（2003年2月15日施行）の対象となる第一種特定有害物質（四塩化炭素，ジクロロメタン，トリクロロエ
チレン，ベンゼンなど11物質），第二種特定有害物質（六価クロム化合物，シアン化合物，水銀及びそ
の化合物など9種類），第三種特定有害物質（シマジン，チオベンカルブ，チウラム，ポリ塩化ビフェニ
ル（PCB)，有機リン化合物）を指す。

環境ホルモンとは，生物の内分泌機能に影響を及ぼす化学物質を指し，（外因性）内分泌撹乱化学
物質などとも表現される。1998年，当時の環境庁が発表した「環境ホルモン戦略計画SPEED’98」で産
業化学物質（合成洗剤，塗料，化粧品，プラスチック可塑剤など），ダイオキシン，DDTなどの農薬など
の67物質がリストアップされた。

オゾン層破壊物質は，オゾン層破壊の原因物質を指し，国際的にはモントリオール議定書で規制の
対象となっている物質で，日本ではオゾン層保護法（1988年制定）の特定物質を指す。化合物として
は，特定フロン，その他のCFC（クロロフルオロカーボン），トリクロロエタン，四塩化炭素などの有機塩
素化合物，特定ハロンなどの有機臭素化合物が含まれる。

温室効果ガスは二酸化炭素（CO2），メタン（CH4），亜酸化窒素（一酸化二窒素，N2O），及び代替フ
ロンガスのハイドロフルオロカーボン類（HFCs），パーフルオロカーボン類（PFCs），六フッ化硫黄
（SF6）の6種類を指す。
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5 化学物質規制のトレンド ①

■ 規制の主な背景

（1） 産業活動に伴う化学物質の多品種大量生産及び消費

（2） 化学物質の有害性（発がん性，変異原性，染色体異常，内分泌かく乱作用，

生殖毒性，急性毒性，慢性毒性，残留性，蓄積性等）の多面的な評価（リスク

評価）が遅々として進んでいない現状

（3） 化学物質が生態系や環境に悪影響を及ぼす事例が多発

（4） 化学物質関連の国際的なルール作りが未整備
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5 化学物質規制のトレンド ②・・・・・RoHS指令 ①

（1） RoHS（Restriction of Hazardous Substances）指令は電気・電子機器における

特定有害物質の使用制限についてのEU（欧州連合）による指令であり，RoHS基

準とも言われる。

（2） 2003年2月にWEEE指令と共に公布，2006年7月に施行された。

（3） RoHS指令に基づき，以下の物質が含まれる電気・電子機器はEU加盟国内で販

売できない。

1 鉛（1000ppm以上）

2 水銀（1000ppm以上）

3 カドミウム（100ppm以上）

4 六価クロム（1000ppm以上）

5 ポリ臭化ビフェニル（PBB，1000ppm以上）

6 ポリ臭化ジフェニルエーテル（1000ppm以上）

◆ 解説

RoHSの基となった原文は，“DIRECTIVE 2002 /95/EC OF THE EUROPEAN PARKIAMENT AND 
THE COUNCIL of January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in 
electrical and electronic equipment”であり，日本語では“電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使
用制限に関する欧州会議及び理事会指令” のことである。RoHSの読みは，日本語では「ローズ」が一般
的であるが，「ロース」，「ロス」と発音されることもある。RoHS指令の内容は3年ごとに見直されるが，対象
製品は全ての構成部材で規制6物質の含有率を指定の数値以下にする必要がある。

RoHS指令は，適用対象となった電気・電子機器メーカーのみならず，部品メーカーや材料メーカーなど
の関連業界にまで大きな影響を与えている。機器メーカーはRoHS指令に沿った製品を製造するため，部
材を供給する取引メーカーの設計工程や製造工程を調査し，部材納入時に規制物質が規制値未満であ
ることを証明する分析データの提出を要求するようになったからである。
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5 化学物質規制のトレンド ③・・・・・RoHS指令 ②

（4） 交流1000V及び直流1500Vを超えない定格電圧で使用される下記8製品が対象
1 大型家電製品（冷蔵庫，洗濯機，電子レンジ等）

2 小型家電製品（掃除機，アイロン，ドライヤー等）

3 IT・通連機器（パソコン，プリンター，電話機等）

4 AV機器（テレビ受像機，ラジオ等）

5 照明関連機器（蛍光灯等）

6 電動工具（電気ドリル，電動のこぎり等）

7 玩具（ゲーム機等）

8 自動販売機

（5） 規制物質の除去が技術的に困難な適切な場合には，適用が免除される。

・小型蛍光灯中の水銀（5mg/管）

・ブラウン管のガラス中の鉛

・鉛を含む合金

・高融点はんだ中の鉛（鉛が85％以上のSn-Pb共晶はんだ）

・医療器具など

（6） RoHS指令の有効性への疑問，施行上の問題点
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5 化学物質規制のトレンド ④・・・・・WEEE指令

（1） WEEE（Waste Electrical Electronic Equipment，ウィー）指令とは，電気・電子機器

の廃棄に関するEU（欧州連合）の指令であり， WEEE基準とも言われる。

（2） 2003年2月にRoHS指令と共に公布された。

（3） 下記の電気・電子機器をEU内で販売するメーカーには，製品が廃棄物として環境に

悪影響を及ぼさないよう配慮することが求められている。

1 大型家電製品（冷蔵庫，洗濯機，電子レンジ等）
2 小型家電製品（掃除機，アイロン，ドライヤー等）
3 IT・通連機器（パソコン，プリンター，電話機等）
4 AV機器（テレビ受像機，ラジオ等）
5 照明関連機器（蛍光灯等）

6 電動工具（電気ドリル，電動のこぎり等）
7 玩具（ゲーム機等）
8 自動販売機
9 耐久消費財

10 監視・制御装置

◆ 解説

①WEEEの原文は，“DIRECTIVE 2002 /96/EC OF THE EUROPEAN PARKIAMENT AND THE 
COUNCIL of January 2003 on waste electrical and electronic equipment(WEEE)”であり，日本語では
“電気・電子機器の廃棄に関する欧州会議及び理事会指令” のことである。

②対象となる電気・電子機器は，RoHS指令の8種類に耐久消費財と監視・制御装置を加えた10種類で
ある。

③WEEE指令により，メーカーには回収・リサイクルが容易な製品設計，回収・リサイクル費用の負担など
が求められる。
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5 化学物質規制のトレンド ⑤・・・・・REACH

（1） REACH（Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals，

リーチ，リーチ法，リーチ案）は，化学物質による環境汚染を防止するためのEU（欧

州連合）の法律である。

（2） 2006年12月13日可決，2007年6月1日より実施した。

（3） 登録（Registration）：年間の製造・輸入量が1トンを超える全ての化学物質が対象。

製造・輸入業者は，欧州化学物質庁（European Chemicals Agency）に化学物質

の情報を提供して登録を行う。

◆ 解説

約3万種類の既存化学物質が市場に流通しているが，ＲＥＡＣＨはそれらの安全性評価が進まないこと等
を克服するため，EUが2001年より始めた化学物質規制への取り組みの成果である。REACH規制の主な特
徴は，以下の通りである。

（a） 既存化学物質と新規化学物質の扱いをほぼ同等に変更

（b） 政府が行っていたリスク評価を事業者の義務に変更

（c） サプライチェーン（流通経路）を通じた化学物質の安全性や取り扱いに関する情報の共有を
双方向で強化

（d） 成型品に含有される化学物質の有無や用途についても情報の把握を要求

（e） 評価（Evaluation）：事業者が提出した化学物質安全性報告書（CSR）の内容を行政庁が評
価し，必要に応じて追加試験の実施又は追加情報を事業者に要求

（f） 認可（Authorisation）：事業者が高懸念物質（SVHC）を使用するには，行政庁に申請して認
可を得る必要

（g） 制限（Restriction）：行政庁によるリスク評価の結果，リスク軽減措置が必要な場合には，製
造，上市，使用を制限。 ここで，高懸念物質（substances of very high concern, SVHC ）とは，

ⅰ) 一定程度以上の発がん性・変異原性・生殖毒性物質

ⅱ) 残留性，蓄積性，毒性を有する物質

ⅲ) 残留性及び蓄積性が極めて高い物質

ⅳ) 上記以外で，内分泌かく乱活性があり，ヒトの健康や環境に深刻な影響を与えそうな化学

物質

を指す。
REACH規制は化学産業界，特に中小企業への負担が大きく，またEU輸出への障壁となることから，産

業界，アメリカ政府，日本政府等は日本・EU規制改革対話等の二国間協議，WTO／ＴＢＴ委員会，APEC
化学ダイアローグ等の多国間協議の場を借り，かねてから懸念を表明してきた。REACHが施行された今日，
EU域外の企業が不当に不利益を被ることがないよう，EUに働きかけを行っていく必要がある。
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5 化学物質規制のトレンド ⑥・・・・・PRTR

（1） PRTR（Pollutant Release and Transfer Register，環境汚染物質排出移動登録）

とは，有害な化学物質が廃棄物として排出された量，あるいは環境中に排出され

た量を事業所ごとに集計し，公表する仕組みである。

（2） 日本では，1999年7月13日に公布された「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」（化学物質排出把握管理促進法，

化管法）で制度化された。

◆ 解説
化管法の概要をまとめると以下のようになる。

ⅰ) 化管法には以下のように多面的な意義が期待される。
・環境保全上の基礎データ
・環境保全対策の進捗状況・効果の把握
・化学物質対策の優先度を決定する判断資料（行政）
・化学物質の自主管理の促進・改善（事業者）
・国民への情報開示による化学物質の排出・管理状況に関する理解増進

ⅱ) 化管法はPRTRとMSDS（Material Safety Data Sheet，化学物質安全性データシート）の2本柱
で管理する。
・PRTR・・・・・都道府県知事を経由して国に報告義務
・MSDS・・・・・事業者間での化学物質の譲渡時にシートを公布する義務

ⅲ) 化管法の対象となる化学物質は，以下の何れかの有害性に当てはまる。
・ヒトの健康や生態系に悪影響を及ぼす恐れがある。
・自然の状況で化学変化を起こし，容易に有害な化学物質を生成する。
・オゾン層を破壊する。

ⅳ) 化管法の対象となる化学物質は，二つに区分される。
・第一種指定化学物質（354物質）
・第二種指定化学物質（81物質）
化管法の対象化学物質は，相当広範囲な地域の環境で継続的に存在するかどうかによって二

つに大別されている。「第一種指定化学物質」は環境中に広範囲に継続的に存在すると認めら
れる物質であり，「第二種指定化学物質」は環境中にはそれほど多くはないと見込まれる物質で
ある。PRTR制度の対象となるのは， 「第一種指定化学物質」である。

〔出所：環境省〕
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5 化学物質規制のトレンド ⑦・・・・・GHS

■ GHS（Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals，

化学品の分類及び表示に関する世界調和システム）とは，世界的に統一されたルー

ルに従って，その情報が一目で分るようにラベルで表示したり，化学品を危険有害

性の種類と程度で分類したり，安全性データシートを提供したりするシステムである。

◆ 解説

GHSが成立した背景は，化学物質の危険有害性，取り扱い上の注意事項等の情報を関係者に伝える
手続きやルールが国によって違い，あるいはそもそも化学物質に関するルールを持っていない国が多
数あるという現実にあった。そこで，化学物質を安全に製造，使用，輸送，処理，廃棄することを目的に
GHSが2003年に採択された訳である。GHSの世界的な完全実施目標を2008年中とし，APECでは2006
年に前倒しして導入が図られた。GHSの内容は表紙の色に因んだ「パープルブック」と呼ばれる国連出
版物にまとめられているが，GHSにおいては化学物質又は混合物を危険有害性の種類とその強さによ
り，物理化学的危険性（16項目），健康に対する有害性（10項目），環境に対する有害性（1項目）の何れ
に分類するかを判定するための基準が調和されている。また，絵表示や注意喚起語等を含むラベル表
示や製品安全データシート（Material Safety Data Sheet, MSDS）による危険有害性に関する情報伝達
（hazard communication）に関する事項も調和されている。

（その他概要）

・ 2003年7月，国連経済社会理事会において採択。

・ GHSの実施は各国の判断に任されているが，世界的なGHSの完全実施目標は2008年，

APEC （アジア太平洋諸国）は前倒しした2006年に置いている。

・ GHSの効果として，以下のことなどが期待されている。

1) 人類及び環境の保護の推進

2) 化学物質の試験・評価の重複回避

3) 危険有害性が正しく評価されている化学物質の国際貿易の促進
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6 化学分野における標準化の歴史 ①・・・・・世界

● 度量衡

● 産業革命

● 個人レベルの標準化 互換性ねじ，互換性小銃

● 企業レベルの標準化 流れ作業方式（Henry Ford）

● 業界レベルの標準化 米国材料試験協会（ASTM），米国自動車技術会（SAE）

(1902)，国際電気標準会議（IEC，1908）

● 国家レベルの標準化 英国工業規格協会（1918），英国規格協会（BSI, 1931）

● 国際レベルの標準化 メートル条約（1875），GATTスタンダードコード（1979），

ISO 9000（1987），ISO 14000（1996）

◆ 解説

ISOは国家規格機関の世界的連盟であり，非政府間機構としてその役割を果している。その会員数
（1カ国1会員）は，設立翌年の1947年には25カ国であったが，その後，増加の一途をたどり2003年現
在では148カ国（正規会員，通信会員，購読会員の総計）に及んでいる。このうち日本は1952年（昭和
27年）4月の閣議了解に基いて加入を行った。

ISOの目的は，製品やサービスの国際協力を容易にし，知的，科学的，技術的及び経済的活動分野
における国際間の協力を助長するために世界的な標準化及びその関連活動の発展促進を目指すこ
とにあり，ISOの専門的作業の成果は，国際規格として発行される。ISOの活動範囲は，国際電気標準
会議（IEC）の担当する電気・電子技術規格以外の分野を活動範囲としている。

また，ISOにおけるMaterials technologiesの内容は以下の通りである。

Textile and leather technology

Clothing industry

Chemical technology

Mining and materials

Petroleum and related technologies

Metallurgy

Wood technology

Glass and ceramic industries

Rubber and plastics industries

Paper technology

Paint and colour industries

◆ 参考資料

1) ISO http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage

2) 日本規格協会 編，世界の規格事典 [第2版]，日本規格協会，1999.

3) 飯塚幸三 監修，世界の規格便覧 第1巻 国際編，日本規格協会，2005.
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6 化学分野における標準化の歴史 ②・・・・・日本

度量衡取締条例で引き続き尺貫法を使用1875年

新・計量法の施行〔国際単位系（SI単位系）の採用，トレーサビリティーの維持〕1993年

メートル法の全面実施1966年

土地・建物の表記を除きメートル法の完全実施1959年

日本工業標準調査会（JISC)がISOに加入1952年

度量衡法の廃止，計量法の制定1951年

工業標準化法を制定・施行，工業標準調査会を廃止し日本工業標準調査会（日本工

業規格，JIS;Japanese Industrial Standards ）を新設

1949年

工業品規格統一調査会を廃止し，工業標準調査会（日本規格，新JES）を新設1946年

工業品規格統一調査会〔1941年までに520件の日本標準規格（旧JES）を制定〕1921年

度量衡法制定（尺・貫をそれぞれ原器で定義し，メートル法の計量との併用を認める，

間接的なメートル法採用体系）

1891年

フランスから「日本国メートル原器」，「日本国キログラム原器」が到着，

中央度量器検定所（現・産業技術総合研究所）で保管

1890年

メートル条約に加入1885年

出 来 事西 暦
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<参考> JISの分類 ①

写真材
料・薬

品・測定
方法

ﾌﾟﾗｽ
ﾁｯｸ

糸類製造
機械

顔料・塗料・
書写材料

鋳物

鋳鋼・鋳鉄

動力車

電気装置・
計器

通信機器，電子機器・部品

材料・部品

50～59

繊維製品

染料原料・
中間物・染
料・火薬

その他の展
伸材

鋼材（主とし
て合金鋼鋼

材）

機関

鉄道車両一
般

ｼｬｼ・車体

電気機械器
具

工具・ジグ類

設備・建具

40～49 90～9970～79 80～8910～19 30～3920～29 60～69

染色仕上
機械

織物・編組
物製造機械

織物・
編組物

糸・条
試験及び

検査
一般L 繊維

試薬

ｺﾞﾑ，
皮革
その
他

脂肪酸・油
脂製品・ﾊﾞｲ
ｵ・分離膜な

ど

石油・ｺｰｸ
ｽ・ﾀｰﾙ製品

など

単体・工業
薬品など

化学分析K 化学

雑
加工方法・

器具
機能性材料二次製品伸銅品原材料分析方法一般H 非鉄金属

雑
鉄鋼のISO
対応JIS

鋼材（主とし
て普通鋼

材）
原材料分析一般G 鉄鋼

航海用機器・
計器，機関用

諸計測器
電気機器船体一般F 船舶

鋼索鉄道・
索道

産業車両客貨車
信号・保安

機器
電車線路線路一般E 鉄道

自転車修理・調整・試験・検査器具
建設車両・
産業車両

機関共通部品
試験・検査

方法
一般D 自動車

電気応用
機械器具

照明器具・
配線器具・

電池

真空管・電
球

電線・ｹｰﾌﾞ
ﾙ・電路用品

材料
測定・試験
用機械器具

一般
C 電子機器及

び電機機械

機械一般
光学機器・
精密機械

工作用機械FA共通機械部品類機械基本B 一般機械

雑
施工機械器

具
施工設計・計画

試験・検査・
測量

一般・構造
A 土木及び

建築

00～09
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<参考> JISの分類 ②

文房具・事務
用品

工場管理

医療用設
備・器械な

ど
歯科器械 歯科材料

雑

窯業用特
殊機器

運搬

紙工品

一般医療器械

ﾊﾟﾙﾌﾟ

リサイクル

OSI関連，L
AN，ﾃﾞｰﾀ通

信など

プロペラ

はきもの

セメント

50～59

放射線
（能）関係

図形，文書
構造，文書
変換など

発動機

整容用品・
身の回り用

品

ほうろう

選鉱及び
選炭

40～49 90～9970～79 80～8910～19 30～3920～29 60～69

基本及び
一般

ﾏｲｸﾛｸﾞﾗ
ﾌｨｯｸｽ

溶接関係
共通的試験
方法，その

他

物流機器・包装材料・容
器・包装方法Z その他

その他
（OCRなど）

応用分野
出力機器，
記録媒体

など

電子計算
機用ﾌﾟﾛｸﾞ
ﾗﾑ言語

一般X 情報処理

雑地上施設電気装備計器機体（装備を含む）
専用材料，
標準部品

一般W 航空

福祉関連機
器・その他の
医療用具・衛

生用品

労働安全
医療用電
気器械類

一般
T 医療安全 用

具

雑
娯楽用品・
音楽用品

運動用具
その他の家

庭用品

ｶﾞｽ石油燃
焼機器・食
卓用品・台

所用品

家具・室内
装飾品

一般S 日用品

雑炭素製品
研磨材・特
殊窯業製品

ｶﾞﾗｽ・鉱物
質・繊維製

品

耐火物・断
熱材

陶磁器
一般・熱勘

定方式R 窯業

標準物質/管理システム等Q 管理ｼｽﾃﾑ

試験・測定紙一般P ﾊﾟﾙﾌﾟ及び紙

鉱産物保安採鉱炭鉱一般M 鉱山

00～09
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<参考> JIS部門別制定件数
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7 化学分野におけるデータの信頼性確保のための標準化手法
と電子化されたデータに関する法規制対応解釈の標準化

■ 分析バリデーション

化学分野，特に人体に直接作用する医薬品を開発する医薬業界における分析について

バリデーションという考え方が重要である。

なかでも，「分析バリデーション」は，得られるデータの信頼性を保証するための重要な項

目であり，世界的にもその標準化が進んでいる。

日本では，日本薬局方においてそのパラメータや手法が決められており，それらを求める

ことにより分析値の信頼性が向上する。

■ 医薬品分野におけるGｘP分野での電子データの扱いに関する標準化

医薬品の効果や副作用を示したデータを電子的に保管する場合，業界の自主基準では

不十分であり，規制当局がその基準を制定している。

特に，法律等の解釈の違いにより，誤った扱いが起きないように正しい解釈をすること

が重要である。

◆解説

「分析バリデーション」については第5章で詳しく扱う。また，「医薬品分野におけるGxP分野での電
子データの扱いに関する標準化」については第6章で詳しく扱う。
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■ 化学分野で標準化を行う意義・目的は，学問的には

（1） 研究成果の世界共通の客観的な評価の実現

（2） データの互換性（共有性）・蓄積性・信頼性の向上

（3） 研究の質の向上

などにある。

■ また，標準化の産業的・社会的な意義としては，

（4） 品質が保証された製品の製造・供給

（5） 有害物質のモニタリング・規制

などが実現できる点にある。

ま と め・・・・・ 第1章 化学分野における標準化の意義・目的
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1 標準化に関連する以下の略語の正式な英文名称及び和文名称を書きなさい。

（1） IUPAC （5） PRTR

（2） RoHS （6） GHS

（3） REACH （7） JIS

（4） WEEE （8） ISO

2 化学物質の命名法が標準化されていないと，どのような弊害が生まれる可能性が

あるか述べなさい。

3 試薬の品質がどのように標準化されているか整理しなさい。

演習問題 A・・・第1章 化学分野における標準化の意義・目的

◆ 解説

1 （1） IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry, 国際純正応用化学連合）

（2） RoHS （Restriction of Hazardous Substances，ローズ）

（3） REACH （Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals，リーチ）

（4） WEEE （Waste Electrical and Electronic Equipment，ウィー）

（5） PRTR （Pollutant Release and Transfer Register，環境汚染物質排出移動登録）

（6） GHS （Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals，
化学品の分類及び表示に関する世界調和システム）

（7） JIS (Japanese Industrial Standards, 日本工業規格）

（8） ISO (International Organization for Standardization，国際標準化機構）

2 （参考） 化合物の命名法は，IUPAC（国際純正応用化学連合）が定めたものが 上位にある。

3 試薬の品質を国際的に定めた公的標準としてはISO規格がある。また，JIS（日本工業規格），
DIN（ドイツ工業規格）など国ごとの標準がある。さらに，民間試薬会社が独自に定めた社内規格
に基づく試薬も市場では実用的に利用されている。
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1 化学物質が有する有益な側面と有害な側面についてまとめなさい。

2 化学物質のほとんどは有益性と有害性を併せ持つ。それでは，どのような点に

留意して化学物質を取り扱えば良いか論じなさい。

演習問題 B・・・第1章 化学分野における標準化の意義・目的

◆ 解説

1 化学物質の有益性は多面的であるが，生体に作用して人間の健康や日常生活に役立つ性質
を有するものとしては，医薬品の薬理効果，食品添加物の防腐効果，酸化防止効果などがある。
また，化学物質が有するもう一つの実用的な有用性は，プラスチック，コンクリート，鉄鋼など産
業界におけるさまざまな加工製品の原材料としての価値である。

2 ほとんどの化学物質はその使用法を誤ると有害性を示す可能性がある。特に，人工的に創り出
された化学物質は生体系や環境系にどのような影響を及ぼすか不明であり，その使用に先立ち
急性毒性，慢性毒性，突然変異原性などを慎重に調査しておく必要がある。
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