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第12章 強制法規と規格

制作日：2008年12月23日
制 作：早稲田大学

新井 智

標準化教育プログラム
[ 個別技術分野編－化学分野 ］

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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「環境」と「安全」に関わる法律・条令と規格との関係，企業・大学等の

教育研究活動における関わりを学ぶ。

教育研究活動を展開する際に，研究者自らが使用する化学物質と

関係法令の関わりを把握し，購入，使用，保管・管理，廃棄まで

の責任と義務について学ぶ。

1

2

環境・安全・衛生面での組織内外における対応について学ぶ。3

学習のねらい ・・・・・ 第12章 強制法規と規格

◆ 解説

本章では「環境」と「安全」に関わる法律・条令（強制法規）と大学（事業者）の教育研究活動にお
ける関わりについて，また， 近の規制緩和の流れの中での強制法規と規格の関係について学ぶ。

大学も一組織として事業者にあたる。そして，教育研究活動を推進する上で多くの「環境」・「安全」
に関わる法令，地方自治体が定めている条令等の法的要求事項が存在する。これら法的に要求さ
れる事項について教職員，学生が関係法令等の関わりを十分に理解し，コンプライアンス，説明責
任（アカウンタビリティ）を果たすことが重要である。ここでは，教育研究活動を展開する際に，研究
者自身（学生を含む）が使用する化学物質と関係法令の関わりを把握し，購入，使用，保管・管理，
廃棄までの責任と義務について学ぶ。

さらに，環境・安全・衛生面での組織内外における対応についても学ぶ。

◆ 参考資料

1） 21世紀に向けた標準化課題検討特別委員会報告書

http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g00608aj.pdf
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1 教育研究活動を取り巻く社会的状況の変化

学生（学生の父母）

行政

地域住民

校友

受験生（受験生の父母）

寄付行為者

高度な
教育研究

活動

教員，職員

受験対象高校 学生の就職先

受託研究委託元

大学の社会的責任：（USR:University Social Responsibility）

ステークホルダーへの
説明責任

法令順守，化学物質管理，
安全管理，環境教育，安全教育
施設管理，組織体制の整備等

◆ 解説

1990年代に入り，環境・安全に関わる関係法令等が大幅に整備され，事業者の取るべき対策，
責務が明確になってきた。大学も企業と同様に事業者として扱われる。この点では企業と同様に
「環境・安全」に関わる法令の順守，化学物質の管理，安全管理，施設管理，学生の環境教育，
安全教育等が適正に実施されなければならない。

環境・安全に対する社会的な意識の高まりにより，かつては大学だからということで見過ごしに
されてきたことも曖昧にすることはできない。この点から，大学は高度な教育研究活動を展開す
ると同時に，大学を取り巻くステークホルダー（利害関係者）に対して十分なアカウンタビリティー
が必要とされる。

また，事故や事件が発生した場合，ステークホルダーにあたる様々な関係者に対し，組織とし
ての説明責任が要求される。大学組織，指導教員，指導をしたスタッフ等，それぞれが環境・安
全に関わる事項を日頃自覚していなければならない。

このためには，組織としての法令順守，化学物質管理，安全管理，学生への環境教育，安全
教育，施設管理，環境・安全に関わる組織体制の整備が必要とされる。
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2 強制法規への標準・標準化の寄与 ①

団体規格，フォーラム規格

企業等の社内取決め（商品の仕様等）

JISやISO
（関係者合意のもとに公的に制

定された標準）

強制法規
政令，規則の技術基準

強制法規と基準・標準の概観

〔出所： http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g00608aj.pdf〕

強制基準
（完全公開）

Ｅｘ．家庭用品品質表示法

デジュール標準
（完全公開）

Ｅｘ．衣料のサイズ，
取扱いの表示記号・方法

デファクト標準
（一部公開）

組織内標準
Ｅｘ．デザイン，意匠，色

国が直接関与

◆ 解説

我が国の日本工業規格（JIS）をはじめ，欧州のEN規格，米国のANSI規格などは任意規格であり，
規格の規定事項の採用の適否は任意とされている。しかし，法規で規格を引用することが多く行わ
れ，規格が法規に引用されることによって規格が強制力を持つことになる。

従来は，公共の安全確保や人の生命・身体に対する危害防止等の法目的を実現するため，強制
法規ごとに具体的な基準を定めることが多かったが， 近は自己責任原則を前提とした規制緩和
の動きで，標準等を活用した柔軟性のあるルールの構築を行うことが基本となりつつある。すなわち
，

① 強制法規における既存の技術基準について，その内容の性能規定化

② 新しく社会的ルールを必要とする分野において，規制という形式をとらずに任意の規格に
より対応する傾向の進展

が見られる。このような動きを受けて，性能規定化された技術基準に対する具体的な解釈基準例と
しての標準の採用や，環境・安全等社会ニーズに関わる規格の策定等，標準の重要性は高まって
いる。

◆ 参考資料

1） 21世紀に向けた標準化課題検討特別委員会報告書
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2 強制法規への標準・標準化の寄与 ②

環境基本法
資源循環・廃棄物管理

廃棄物処理法

資源有効利用促進法

家電リサイクル法

建設リサイクル法

グリーン購入法

食品リサイクル法

容器包装リサイクル法

循環型社会形成推進基本法

生活環境の保全

水質汚濁防止法

下水道法

大気汚染防止法

悪臭防止法

土壌汚染対策法

騒音規制法

振動規制法

湖沼法

瀬戸内海保全法

工場用水法

ビル用水法

他

他

その他法令・条令

国土利用/自然環境保全

公害防止組織法

工場立地法

自然環境保全法

種の保存法

文化財保護法

鳥獣保護法

都市緑地保全法

他

地球環境保全

エネルギー政策基本法

地球温暖化対策推進法

海洋汚染防止法

オゾン層保護法 省エネ法

他

化学物質管理

毒物及び劇物取締法

消防法

ＰＲＴＲ法

労働安全衛生法

高圧ガス保安法

ダイオキシン類対策特別措置法

食品衛生法

農薬取締法

化学物質審査規制法

PCB廃棄物適正処理特別措置法

他

6

◆ 解説

環境関連法を鳥瞰すると，様々な法律が定められていることを知ることができる。これらは
地球環境の保全，生活環境の保全，化学物質の管理，資源循環・廃棄物の管理，国土
利用及び自然環境の保全といくつかの視点から整理することができる。また，これらは，
国民の安全・ 健康，消費者や労働者の安全・健康，生態系の保全という面からも整理することが
できる。

環境，安全関連の法律の多くは強制力のある化学物質の規制に係る事項を定めている。
これは，国民の安全・健康，労働者の安全・健康，消費者の安全・健康，生態系の保全，地球環
境の保全という点からも整理することができる。

この章ではこれらの強制法規と標準・規格との関係をとらえつつ，大学，研究所等においても教
育・研究活動との関わりがあることを理解し，具体的な活動を行いたい。
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2 強制法規への標準・標準化の寄与 ③

強制法規と規格を利用することの意義

技術上の基準
JIS

K-●●●●

規格の引用

強制法規JIS
強制法規＝法律

出所：標準化テキスト（基礎編） 財団法人日本規格協会
ISO/IEC Guide 15:1977「ISO/IEC code of principles on “reference to standards”

【規格の強制法規への引用の利点】
a) 法的業務が単純化され迅速に行える。
b) 貿易の障害の除去が促進される。
c) 国際標準化機関の成果がより良く考慮される。
d) 技術的な規則を，科学・技術上の進歩を考慮

して変更することが容易になる。
e) 専門的な要求事項がより遵守されやすくなる。
f) すべての技術的規則が一つの統一した体系の

中に集積され整理される。
g) 利害関係者がすべからく規格作成に参画する

場合は，技術基準がより確実に履行され，また，
各国の国家規格の不一致も回避できる。

条例・規則：地方自治体で制定

法律
国会の議決

政令
内閣が制定する命令

○○○施行令

省令
各省大臣が発する命令

○○○施行規則

告示：国の機関が必要事項，命令等
を知らせる

通知，通達：国の機関が地方自治体に
命令，示達

◆ 解説
強制法規とＪＩＳ等の任意規格とでは，目的が異なることから，必ずしも任意規格を直接強制法規に適用できる

とは限らない。しかし，任意規格は迅速・柔軟に策定され得るという機能を有し，また，ＪＩＳ等の場合は広範な意
見を採り入れて策定されるという特徴を有する。一方，産業分野や民生分野などの用途，目的の違いに応じて
異なる強制法規が適用されてきたために，本来の構造等は同一の製品等であっても，これら強制法規に適合さ
せるため異なった仕様等とせざるを得ず，製造者に負担が生じていた。任意規格の特徴に鑑み，こうした実態に
対処するため，これら複数の強制法規の技術基準において，その解釈基準の一例として同一の任意規格の採
用を進めることによって，実質的な基準の統一に寄与するとともに，技術の進展に合わせた規格の見直しを通じ
て，技術進歩に機動的に対応し得るような強制法規体系の実現に寄与する事例が増大すると予想される。

規格を強制法規に引用することの利点として以下の点が挙げられる。
a) 法的業務が単純化され迅速に行える。

法令に直接技術基準を含まない構造のため，技術的基準の変更による煩雑な法律的手続きの繰り
返しが回避でき， 新の技術を取り込んだ法整備が容易にしかも迅速に行える。

b) 貿易の障害の除去が促進される。
法規が，国際規格と整合した国内規格を引用することによって，技術的に国際整合が図られ貿易

の障害の除去が促進される。
c) 国際標準化機関の成果がより良く考慮される。

国際標準化機関における国際間の差異に基づく議論，各国間で相違する慣行，状況等の調整が
された規格を法令が引用されることによって，実質的で円滑な実務が遂行できる。

d) 技術的な規則を，科学・技術上の進歩を考慮して変更することが容易になる。
法規が規格を引用することによって，科学・技術の進歩を考慮して変更することが容易になる。

e) 専門的な要求事項がより遵守されやすくなる。
実務者は，日常業務において法規より規格を使うことに慣れているので，専門的な要求事項が守れ

やすくなる。通常，実務者の多くは規格を参照することはあっても法令を参照することはまれである。
f) すべての技術的規則が一つの統一した体系の中に集積され整理される。

法規が一貫性を持って規格を引用し，規格も体系的に整備されると，法規による技術基準も体系的
に整理されたものとなる。

g) 利害関係者がすべからく規格作成に参画する場合は，技術基準がより確実に履行され，また，各
国の国家規格の不一致も回避できる。

規格作成に利害関係者が参加することによって，利害の調整が規格策定の段階で十分になされているため，
法規に対する当該技術基準に対する理解も，その適用の方法も容易となる。また，国際規格と整合している規
格であれば，国際的な事情も反映しているため各国間の法規の不整合も回避されることになる。

◆ 参考資料

1） 標準化テキスト（基礎編），日本規格協会，2007.
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2 強制法規への標準・標準化の寄与 ④

法規で規格を引用する例

法規

JIS

（強制規格）

法規とJISの関係

規格の法令への引用例

規格番号を必要な個所で引用し，
詳細な記述を省く
各法令に総計5000か所以上で

JISが引用されている。

◆ 建築基準法
◆ 公害防止法
◆ 高圧ガス保安法
◆ 消防法
◆ 薬事法 など
⇒具体的な

性能・品質，安全度，形状・寸法，
また，試験・測定法など

8

◆ 解説
我が国の強制法規がJISを引用する場合には，

a)法令で規格番号を引用する場合
b)法令で規格の具体的な内容を引用する場合
c)その他の方法

がある。通常，法規がJISを引用した場合，法規とJISの関係は講義資料の図のようになる。

規格番号が法規に引用されている例として一般的なものは規格番号を必要な個所で引用し，詳
細な記述を省いている事例である。この例は， も多く，各法令に総計5000か所以上でJISが引用さ
れている。例えば，

◆ 建築基準法
◆ 公害防止法
◆ 高圧ガス保安法
◆ 消防法
◆ 薬事法 などで，

具体的な，性能・品質，安全度，形状・寸法，また，試験・測定法などについてもJISが引用されてい
る。
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2 強制法規への標準・標準化の寄与 ⑤

水質汚濁防止法とＪＩＳ規格番号

【排水基準】
省令
（施行規則：各省の大臣

が制定）

水質汚濁防止法

規制物質の分析法
①ＪＩＳに定める方法
②条文に定める方法

K-0102
1．カドミウム
2．シアン化合物
3．有機リン化合物
4．鉛及びその化合物
5．六価クロム化合物
6．ヒ素及びその化合物

告示名 ＪＩＳ 引用
回数

りん含有量に係る汚濁負荷量の測定方法 Ｋ 0094 1

化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定
方法

Ｋ 0094 1

施行規則第6条の2の規定に基づき環境大臣
が定める検定方法

Ｋ 0102
Ｋ 0125

20

施行規則第9条の4の規定に基づき環境大臣
が定める測定方法

Ｋ 0102
Ｋ 0125

20

窒素含有量に係る汚濁負荷量の測定方法 Ｋ 0094 1

環境大臣が定める排水基準に係る検定方法 Ｋ 0093
Ｋ 0102

36

〔出所： http://www.jisc.go.jp/app/JPS/JPSO0010.html〕

◆ 解説

例えば，水質汚濁防止法では排水基準を定める省令の中で，規制物質の分析法は

① ＪＩＳに定める方法

② 条文に定める方法

とが規定されている。水質汚濁防止法関連だけで見ても，ＪＩＳに関連付けて引用して
いるものが多い。特に環境大臣が定める排水基準に関わる検定方法では，JIS K 0093
及びJIS K 0102において36回引用されている。

◆ 参考資料

1) 日本工業標準調査会 http://www.jisc.go.jp/app/JPS/JPSO0010.html
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3 環境・安全・衛生面での組織内外における責任

組織内のでの責任体制

・管理体制（マネジメントシステム）

・リスク管理

化学物質管理

・在庫管理

・数量把握緊急時の対策

・化学物質暴露防止

・漏えいの防止

教育訓練

・環境教育

・安全教育

安全衛生管理

安全対策

・施設設備面

◆ 解説
a) 事件，事故が起きた際に誰が責任を取るのか？

環境・安全関連での事件，事故が発生した際には，さまざまな関係主体の責任が問われ
ることになる。特に人身事故等が発生した場合，あるいは重大な環境汚染を引き起こした場
合など，多くの大学等において，リスク管理面での対策は十分と言えない。

b) 組織の管理体制（マネジメントシステム）はあるか？
環境・安全に関わる管理体制（マネジメントシステム）の構築が必要とされる。この管理体

制が整うことにより，リスク管理がなされていると言える。
c) 安全対策は万全か？（施設設備面，組織的体制）

例えば，化学物質（有機溶媒類）を扱うにあたり，暴露防止のための設備が整備されずに
研究活動に関わり，溶媒類を多量に暴露し，肝臓障害を生じた場合，因果関係が明確な際
には組織としての責任，及び，指導者としての責任，そして，作業者としての責任が問われ
る。大学等においては労働安全衛生法上の学生の枠組みが労働者として扱うことができな
いことから，対応が不十分なところが多かったが，当該法に準じた作業上の管理体制の整
備も必要とされている。このためには，施設設備面での対応及び安全衛生委員会等の組
織体制の整備がなされなければならない。

d) 教育訓練は組織として実施されているか？
組織の構成員（教員，職員，学生，研究従事者）に対する教育訓練は定期的になされな

ければならない。
e) 化学物質管理は適正になされているか？

昨今の環境・安全関係法では研究で使用する化学物質が把握されているかどうかが重
要な要件となる。この把握が曖昧では関係法令に適正に対応することが難しいといえる。

f) 労働安全衛生法関連の対応は十分か？
組織上の委員会の設置，労働安全衛生を確保するための日常の管理運用が重要である

g) 緊急時の対策はあるか？
化学物質による暴露，漏えい，火災，爆発等が発生した際の対策は整っているかどうか
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化学物質
排出等の規制

大気汚染防止法
水質汚濁防止法，下水道法
土壌汚染対策法

廃棄物適正
処理関連

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
ダイオキシン類対策特別措置法
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

教育研究面
（安全衛生）

消防法，毒物及び劇物取締法
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（PRTR法）
労働安全衛生法，他各則
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
高圧ガス保安法
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
麻薬及び向精神薬取締法&覚せい剤取締法
騒音，振動規制法
化学兵器の禁止及び特定物質の規制に関する法律

事業活動関連

地球温暖化対策の推進に関する法律
グリーン購入法，資源有効利用促進法他
エネルギーの使用の合理化に関する法律
学校保健安全法（学校環境衛生基準）

4 主な環境・安全・衛生関連の法律

これまで著者が関わったもの

11

◆ 解説

著者が関わった，主な環境・安全・衛生に関わる関連法を表に示す。

大きく分類すると，化学物質排出等の規制関連，廃棄物適正処理，教育研究面，事業者として
の責任とに区分することができる。

化学物質排出等の規制では，下水道法及び水質汚濁防止法関連で研究施設からの排
水が問題となる。また，古い施設の除却において一定規模以上の面積では土壌調査が定
められており，汚染が明らかになった際には，多額の経費をかけて浄化処理を実施しなけ
ればならない。

廃棄物処理関連では，処理を委託した廃棄物の 終処分に至るまでの適正処理が事業
者に求められている。

教育研究を推進するにあたり，大学等では多くの化学物質を使用している。これら化学
物質は消防法，毒物及び劇物取締法，PRTR法，地方条令等により厳しい管理責任を
問われる。

研究に従事する立場の者はこれらの法律を十分に理解し，研究に携わらねばならない。

◆ 参考資料

1) 環境六法
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5 教育研究活動と関係法の関わり

12

法律 届出等 罰則等 対応すべき事項 資格

水質汚濁防止法，

下水道法
○ ○

特定施設設置届出，

排水管理（測定）
○

大気汚染防止法 ○ ○ 施設面（空調施設） ○

毒物及び劇物取締法 ○ ○ 購入・保管管理，廃棄

高圧ガス保安法 ○ ○ 保管量の把握 ○

消防法 ○ ○
保管物質，量の把握

施設管理
○

PRTR法 ○ 情報公開 購入・使用・廃棄量管理

廃棄物処理法 ○ ○ 内容・実量 ○

労働安全衛生法 ○ ○ 作業環境，健康管理 ○

土壌汚染対策法 建物除却時 排水系，廃棄物保管管理

建築基準法，

学校保健安全法
測定義務 シックハウス関連

◆ 解説

教育研究活動を推進する上での環境・安全に関わる関係法では，事業者としての届け出，対
応すべき事項が定められている。これらを適正に履行しない場合，罰則が定められているものも
ある。この点では組織としてのコンプライアンスを果たさなければならない。

届出事項が定められているものを表中に記載したが，化学物質を使用する者が研究者
であっても，組織としての対応が必要となるものがほとんどである。特に，水質汚濁防止法，
下水道法にあっては特定施設としての届出および運用時の定期的な排水中の有害物質
の濃度測定が義務付けられている。罰則等は研究者ではなく，組織としての対応となる。

消防法では化学物質を設置する施設全体が対象となる。保有量によっては指導の対象
となり，査察があった際の違反ではその場での改善命令がなされる。

12
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6 化学物質使用上の責任と義務 ①

13

事業者全体（法人としての対応）

・ 事業者責任
・ 管理責任
・ 社会的責任

行政への届出，許可，認可事項の対応
管理体制の整備，システムの構築及び運用
組織内の化学物質保管量の把握
（消防法，PRTR法，高圧ガス保安法，条例等）

組織としての法的対応
必要な施設・設備の措置
事故，事件，緊急時の対応
対外的な説明責任（行政，地域住民等）

使用者（研究室等）

・ 使用者責任
・ 適正な教育の実施
・ 適正な使用
・ 管理責任

安全衛生環境の確保（人的事故の防止）
安全教育の実施
緊急時の対応
ルールに則った使用
漏えい防止

事業者と化学物質使用者（研究者）の責任

◆ 解説

ここまで関係法令について見てきたが，事業者と化学物質使用者（研究者）の責任は表のよう
に整理できる。

事業者には，事業者責任，管理責任が問われ，同時に社会的責任も生じる。

組織としては，行政への届出，許可，認可事項の対応が必要であり，現場の研究者と十分な調
整が必要である。また，管理体制，マネジメントシステムの構築，運用も必要とされる。

使用者（研究者）にあっては，化学物質の使用者責任，学生への適正な教育の実施，化学物
質の適正な使用，適正管理の実施が必要である。日常的には，管理ルールに従った化学物質
の管理を行い，漏えいを避け，適正管理につとめなければならない。

13
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6 化学物質使用上の責任と義務 ②

環境・安全関連法 14

化学物質購入から廃棄までの責任

購入

毒物劇物は

「譲受書」

特定毒物は

「許可研究者」の
み

保管

保管庫

表示義務

耐震防止

保有状況把握

危険物の倍数

把握

使用

暴露防止措置

・ ﾄﾞﾗﾌﾄ設備

・ 安全眼鏡着用

・ 保護手袋着用

毒物使用記録

安全教育実施

廃棄・
回収

廃液・廃棄物
の 適 正 な 方
法での回収

使用者（研究者の責任）

関係法令等
消防法，下水道法，

土壌汚染対策法，

毒劇法

労働安全衛生法

大気汚染防止法

廃掃法

PRTR法

都道府県関係条例 等

特定施設届出の実施

危険物全体量の把握

安全管理組織の設置と
委員会運営

管理方法書の作成

排水の定期監視実施

緊急時の対応

中間処理
化学的処理
燃焼処理等

廃棄物処理委託
適正処理業者の選定

廃棄物処理委託契約

マニフェストの発行

保管庫の表示

管理責任者の選任

年間の報告（該当のみ）

終処分
適正処理確認
現地調査実施

事業者の責任

◆ 解説

化学物質を取り扱う上での使用者の責任

購入，保管，使用，廃棄，回収までが使用者の責任として挙げられる。

毒物，特定毒物，危険物の購入にあっては組織で定められたルールに従い，手続きを行う。特
に毒物の購入にあっては「譲受書」を作成する。特定毒物にあっては，「特定毒物研究者」でな
ければ購入できない。また，保管管理，使用にあっては適正な保管庫を用い，盗難防止，火災
防止，消防法，毒物及び劇物取締法に定める事項を順守しなければならない。

廃棄にあっては，ほとんどの大学等では回収ルールが定めれているので，これに従うこと。

事業者には，化学物質に関わる安全管理組織（委員会等）の設置と委員会運営が必要とされ
る。

地方条令にあっては，化学物質の管理方法書を作成するよう義務付けているところも見られる。
大学として廃棄物は回収し，適正処理が義務付けられている。

化学物質を使用するにあたり，関係諸法令等を把握し適正な対応が必要とされる。

14



強制法規と規格

6 化学物質使用上の責任と義務 ③ 消防法（1）

15

危険物取扱者の資格
・ 甲種危険物取扱者 ： 危険物の全ての種類を扱うことができる。
・ 乙種危険物取扱者 ： 当該種類に係わる危険物を扱うことができる。
・ 丙種危険物取扱者 ： ガソリン，灯油，軽油，第三，四石油類及び

動植物油類を扱うことができる。

・ 危険物総量の把握と管理
・ 少量危険物取扱所（指定数量未満の取扱い）
・ 危険物保管庫の設置
・ 危険物保安監督者の選任，届出
・ 貯蔵所，取扱所の作業立会い（危険物取扱者）

◆ 解説

消防法では，消防法第2条7項に危険物の定義が規定されている。具体的には消防法別表第1
（表3－1）に掲げるもので，一定の危険性状を有するものが「危険物」と定められている。当該法
では，これら危険物の貯蔵，取扱い，製造，運搬等について，また，設備，保管，取扱い，点検
等について規定している。

大学の研究室，実験室において危険物の貯蔵，取扱を行う上で，消防法で定める指定数量以
上となる場合は，屋内貯蔵所や一般取扱所を設けなければならない。また，指定数量未満の場
合には，防火区画ごとに少量危険物取扱所を届出なければならない。このためには，研究室，
実験室に現時点でどれだけの危険物が保管されているかを正しく把握する必要がある。

多くの研究室が一つの研究棟で研究活動を行っている状況では，施設ごとにどの分類の危険
物がどれだけ貯蔵されているかをリアルタイムで把握することは困難であったが，昨今，IT技術を
活用し試薬の一本ごとにラベリングし管理している事例が多くなった。今後，このような方法での
管理が望ましいと考えられる。

指定数量以上の危険物を貯蔵し，取り扱う場合は，原則として危険物取扱者でなければ取り扱
うことができない。危険物取扱者以外の者が取り扱う場合には甲種又は乙種等の危険物取扱者
の立ち会いが必要となる。

危険物取扱者とは，国家試験に合格し免状を交付された者をいい，扱うことのできる危険物の
類別によって甲種危険物取扱者（危険物の全ての種類を扱うことができる），乙種危険物取扱者
（当該種類に係わる危険物を扱うことができる），丙種危険物取扱者（ガソリン，灯油，軽油，第三
，四石油類及び動植物油類を扱うことができる）に分類されている。大学等では幅広く危険物を
取り扱うことから，甲種の有資格者が望ましい。

15
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消防法に定める危険物と指定数量

第一類（酸化性固体）
第1種酸化性固体 50kg
第2種酸化性固体 300kg
第3種酸化性固体 1,000kg

第二類（可燃性固体）
硫化リン，赤リン，硫黄 100kg
鉄粉 500kg
第1種可燃性固体 100kg
第2種可燃性固体 500kg
引火性固体 1,000kg

第三類（自然発火性物質及び禁水性物質）
K，Na，R-AL，R-Li 10kg                                
黄リン 20kg
第1種自然発火性物質及び禁水性物質 10kg
第2種自然発火性物質及び禁水性物質 50kg
第3種自然発火性物質及び禁水性物質 300kg

第五類（自己反応性物質）
第1種自己反応性物質 10kg
第2種自己反応性物質 100kg

第六類（酸化性液体） 300kg

第四類（引火性液体）
特殊引火物 50L
第1石油類(非水溶性)   200L
第1石油類(水溶性)      400L
アルコール類 400L
第2石油類(非水溶性) 1,000L
第2石油類(水溶性)    2,000L
第3石油類(非水溶性) 2,000L
第3石油類(水溶性)    4,000L
第4石油類 6,000L
動植物油類 10,000L

6 化学物質使用上の責任と義務 ③ 消防法（2）

◆ 解説

消防法第10条には危険物の規制に関する政令別表第3に定める（「指定数量」）以上の危険物
は，市町村長の許可を受けた製造所，貯蔵所又は取扱所以外の場所で貯蔵し，取り扱いを行っ
てはならないとされている。

第一類から六類までの分類ごとに指定数量が定められている。施設の防火区画単位に危険物
各分類の貯蔵量を計算し指定数量で割り，分類をすべて合計し，数量計算を行う。

研究室，実験室等では，化学物質（薬品類）の在庫量を把握し，指定数量を恒常的に超過す
る貯蔵の場合には，少量危険物取扱所及び屋外貯蔵所を設け，届出を行い，施設面での対応
と整備を行わなければならない。

16
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消防法に定める各類ごとの性質等
類別 性質 性質の概要

第一類 酸化性固体

そのもの自体は燃焼しないが，他の物質を強く酸化
させる性質を有する固体であり，可燃物と混合した
とき，熱，衝撃，摩擦によって分解し，極めて激しい
燃焼を起こさせる。

第二類 可燃性固体
火災によって着火しやすい固体又は比較的低温
(40℃未満）で引火しやすい固体であり，出火しや
すくかつ燃焼が速く，消化することが困難である。

第三類
自然発火性物質及び

禁水性物質

空気にさらされることにより自然に発火する危険性
を有するもの又は水と接触して発火し，又は可燃性
ガスを発生する。

第四類 引火性液体
液体であって引火性を有するもの。

第五類 自己反応性物質
固体又は液体であって，加熱分解などにより，比較
的低温で多量の熱を発生し，又は爆発的に反応が
進行する。

第六類 酸化性液体
そのもの自体は燃焼しない液体であるが，混在する
他の可燃物の燃焼を促進する性質を有する。

6 化学物質使用上の責任と義務 ③ 消防法（3）

◆ 解説

消防法では危険度の判断基準として，化学的性質，物理的性質，さらに消火技術の面から系
統的に第一類から第六類まで分類し，類型化したものが消防法別表1に掲げられた「類別」であ
り，含まれている具体的なものを「品名」と呼ぶ。

一般的に，危険物は「火災発生の危険性が高い」，「火災拡大の危険性が高い（燃焼速度が高
い）」，「消火困難性が高い」などの危険性をもっている。酸化性固体，可燃性固体，自然発火性
物質，禁水性物質，引火性液体，自己反応性物質，酸化性物質の6分類であるが，大学等では
第四類の引火性液体の貯蔵量が比較的多く，指定数量を超えることが多い。

各類別の性質を十分に理解し適切な保管管理，使用に努めなければない。

これら，消防法に該当する危険物を指定数量以上貯蔵し取り扱う場合には施設や設備面，及
び貯蔵・取扱いに関してこの法律の適用を受ける。

17
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少量危険物取扱所

指定数量（消防法第9条の4より）

危険物について，その危険性を勘案し
て政令で定める数量

⇒貯蔵及び取扱いの技術上の基準
は市町村条例でこれを定める

⇒東京都火災予防条例では少量危
険物は(指定数量の1/5以上，指
定数量未満)

⇒指定数量（東京都は1/5）以上
の危険物を貯蔵し又は取扱う場合
には，条例で技術上の基準が定め
られており，届出が必要とされて
いる。

6 化学物質使用上の責任と義務 ③ 消防法（4）

◆ 解説

指定数量未満であっても火災の発生，拡大の危険があるため，消防法第9条に市町村が定め
る技術上の基準によって，貯蔵し，取り扱わなければならないとされている。

条例では指定数量の1/5以上1未満の取り扱いを行おうとする者はあらかじめその品名，数量，
その他貯蔵，取扱に関し「少量危険物取扱所」として，火災予防上必要な事項を消防機関に届
出を行うことが定められ，廃止するときも同様である。

化学系実験室，研究室の場合，前述のとおり第四類に該当する溶媒類の貯蔵が多く，例えば，
ジエチルエーテルは第四類特殊引火物であるが指定数量の1/5とすると10Lとなり，18L容器で
購入した場合にはこれだけで指定数量超過となる。

18



強制法規と規格 19

毒物及び劇物取締法に規定される分類

医薬部外品医薬品 薬事法により規定

化

学

物

質

医
薬
用
外
化
学
物
質

毒物及び劇物取締法により規定

毒性が強い

毒性がやや弱い

極めて毒性が強い特定毒物
工業薬品

火薬

塗料・染料

農薬

食品添加物

試薬，その他

出所：読んで安全！ 毒劇物
盗難等防止ガイド，厚生省

劇物

毒物

普通物

6 化学物質使用上の責任と義務 ④ 毒劇法（1）

◆ 解説

化学物質のうちどれが毒劇物にあたるかは，毒物及び劇物取締法で定められている。平成19
年10月現在，特定毒物20品目，毒物102品目，劇物361品目が指定されている。

毒性の度合いは，毒性が強いものが毒物，やや弱いものが劇物で，極めて毒性の強いものは
特定毒物とされる。

◆ 参考資料

1) 読んで安全！毒劇物盗難等防止ガイド，p.2，厚生省
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強制法規と規格 20

毒物及び劇物の購入 購入時には手続きが必要となる.。

必須事項を記入し捺印した上の書類を作成し，
販売業者に提出する。

① 毒物又は劇物の名称及び数量

② 販売又は授与の年月日

③ 譲渡人の氏名，会社名と所在地

6 化学物質使用上の責任と義務 ④ 毒劇法（2）

◆ 解説

毒物，劇物を薬品業者から購入する場合は，法で定められた手続きを踏まなければならない。

購入する際には，毒物，劇物の名称及び数量，販売又は授与の年月日，譲受人の氏名，職業
と住所（法人は会社名と所在地）等の必要事項を記入し，捺印の上，販売業者に提出しなけれ
ばならない（毒劇法第14条第2項）。

20



強制法規と規格 21

毒劇物の保管時の表示義務と管理

毒物は赤地に白文字で「医薬用外毒物」と明記

医薬用外毒物

劇物は白地に赤文字で「医薬用外劇物」と明記

医薬用外劇物

○ 保管場所は鍵のかかる丈夫なものにし，必ず施錠し，鍵の管理を徹底する。

○ 他のものと区別して保管する。

○ 敷地境界線から十分離すか，一般の人が容易に近づけない措置を講じる。

○ 管理者が目の届くところに保管する。

○ 保管，陳列されている毒物劇物の在庫量の定期的点検，使用量の把握をする。

○ 使用していない不要な毒物劇物は，早く適切に処分する。

6 化学物質使用上の責任と義務 ④ 毒劇法（3）

◆ 解説

毒劇物を保管管理する際には，保管庫に毒物は赤地に白文字で「医薬用外毒物」と明記し，
劇物は白地に赤文字で「医薬用外劇物」と明記する。研究で使用する試薬類もすべて，該当す
るものには，このような表示がされているので確認をされたい。

また，毒物劇物危害防止規定を整備し，日頃の管理運用に資することも重要である。

例えば，

・ 管理責任体制の確立 ・管理責任者の選任 ・管理簿 ・点検票の整備 ・在庫量の把握 ・
貯蔵設備の整備と区分，表示 ・施錠 ・緊急事態の対応等について定める。

このように管理体制を整備し，日頃の適正管理，盗難，紛失の防止，施錠，廃棄処理，火災，
漏えいなど緊急時の対応措置を明確にする必要がある。

特に毒物は，薬品容器ごと計量し，購入時からどれだけ使用したかの記録（管理簿）を作成し
なければならない。
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強制法規と規格 22

毒劇物の取扱い及び危害防止規定について

取扱い

危害防止規定の整備

廃棄

容器

・漏えい，流出防止措置

・化学分解，燃焼，中和等の方法で処理を行い，保健衛生上の危害が発生
しないようにしてから廃棄することが義務づけられている。

・自己処理できないときは，知事の認可を受けた廃棄物処理業者に委託する。

・飲食物に通常使用される容器に移し替えることは禁止
・飲食物以外の他の容器に移し替えた時は，その容器に
も表示が必要である。

例）
・ 管理責任体制の確立 ・ 管理責任者の選任 ・ 管理簿 ・ 点検票の整備
・ 在庫量の把握 ・ 貯蔵設備の整備と区分，表示 ・ 施錠 ・ 廃棄処理
・ 緊急事態の対応等について定めたもの

出所： http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/hokan/hokan.html

6 化学物質使用上の責任と義務 ④ 毒劇法（4）

◆ 解説

取扱について

・容器の腐食，劣化，破損等により漏えい，流出がないか定期的に確認する。

容器について

・ 飲食物の容器に毒物劇物を移し替えてはいけない。

・ 誤飲防止のため，ペットボトル等飲食物に通常使用される容器に移し替えることは禁止さ
れている。

・ 飲食物以外の他の容器に移し替えた時は，その容器にも表示が必要である。

・ 内容物及び「医薬用外毒物」，「医薬用外劇物」の定められた表示を行う。

廃棄について

・ 一般に，化学分解，燃焼，中和等の方法で処理を行い，保健衛生上の危害が発生しな
いようにしてから廃棄することが義務づけられている。

・ 毒物及び劇物取締法の他，水質汚濁防止法，大気汚染防止法，下水道法等他法令の
規定する基準にも適合していなければならず， 自己処理できないときは，知事の認可を
受けた廃棄物処理業者に委託する。

毒物劇物危害防止規定について

・ 毒物劇物を取り扱う事業所では，毒物劇物危害防止規定を作成する。

・ 危害防止規定は，毒物劇物製造所等における毒物又は劇物の管理・責任体制を明確
にし，毒物又は劇物による保健衛生上の危害を未然に防止することをねらいとして作成

する。
記載すべき基本的な事項は次のとおり。

(1) 貯蔵又は取扱い作業を行う者，設備等の点検を行う者，事故時の関係機関への通報
及び応急措置を行う者の職務及び組織に関する事項。

(2) 貯蔵又は取扱いに係る作業の方法に関する事項。

(3) 貯蔵及び取扱いに係る設備等の点検の方法に関する事項。

(4) 貯蔵及び取扱いに係る設備等の整備又は補修に関する事項。

(5) 事故時における関係機関への通報及び応急措置活動に関する事項。

(6) 貯蔵及び取扱いの作業を行う者，事故時の応急措置を行う者の教育及び訓練に関
する事項

◆ 参考資料

1) 厚生労働省： http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/hokan/hokan.html
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強制法規と規格 23

水濁法，下水道法：施設からの排水規制を受ける物質

有害物質

カドミウム トリクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン
シアン テトラクロロエチレン チウラム
有機燐 ジクロロメタン シマジン
鉛 四塩化炭素 チオベンカルブ
六価クロム 1,2-ジクロロエタン ベンゼン
砒素 1,1-ジクロロエチレン セレン
総水銀 シス-1,2-ジクロロエチレン ホウ素及びその化合物
アルキル水銀 1,1,1-トリクロロエタン フッ素及びその化合物
ポリ塩化ビフェニル 1,1,2-トリクロロエタン 窒素

生活環境
項目

総クロム マンガン（溶解性） 燐
銅 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 水素イオン濃度（ｐＨ）

亜鉛 浮遊物質量（ＳＳ）
化学的酸素要求量
（COD）

フェノール類
ノルマルヘキサン抽出物質
（鉱油，動植物油）

大腸菌群数

鉄（溶解性） 窒素

6 化学物質使用上の責任と義務 ⑤ 排水関連（1）

◆ 解説

水質汚濁防止法は事業場から公共用水域に排出される水及び地下に浸透する水の浸透水を
規制する。下水道法は公共下水道の設置及びその他の管理基準等を定めている。有害物質を
使用する実験室，研究室から排出される排水は，この法律の規制対象となる。

有害物質（27項目：この場合，水銀とアルキル水銀を別々に数える），生活環境項目（14項目）に
対して，それぞれ基準となる濃度が定められている。

下水道を使用する工場・事業場には次のような義務が挙げられる。

1 水質測定の義務（下水道法第12条の11）

特定事業場の事業主は，下水の水質を測定し，その結果を記録しておかなければなら

ない。

2 報告の義務（下水道法第39条の2）

工場・事業場の事業主は，下水道管理者の求めに応じて事業場の状況，除害施設，

又は下水の水質に関して必要な報告をしなければならない。

定期的に行政による立ち入り調査があり，定期監視の提示が求められ，また，採水の上，
基準値超があった場合には指導がなされる。
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強制法規と規格 24

水質汚濁防止法，下水道法に規定に該当する特定施設

71の2
イ 洗浄施設
ロ 焼入れ施設

科学技術（人文科学のみに係るものを除く。）に関する研
究，試験，検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で
定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設
であって，次に掲げるもの。 （ → 注2）

⇒（注2） 環境省令で定めるもの （水質汚濁防止法施行規則第1条の2）
1 国又は地方公共団体の試験研究機関（人文科学のみに係るもの

を除く。）
2 大学及びその附属試験研究機関（人文科学のみに係るものを除く。）
3 学術研究（人文科学のみに係るものを除く。）又は製品の製造若しく

は技術の改良，考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所（前2
号に該当するものを除く。）

4 農業，水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校，
高等専門学校，専修学校，各種学校，職員訓練施設又は職業訓練
施設他

⇒イ 洗浄施設とは
実験室の流し，中和処理設備，処理設備が該当する。

6 化学物質使用上の責任と義務 ⑤ 排水関連（2）

事例：大学，研究所等の施設

◆ 解説

特定施設とは，排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設で
あり，大学では化学物質を使用する研究室，実験室では流しからの排水の水質が規制を受ける
（下水道法第11条の2）。法令では71の2イ 洗浄施設に定める洗浄施設が実験室等の流しに該
当する。

化学物質の使用にあってはポリ容器等で回収し，流しを通じて流さないようにしなければならな
い。
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排出者責任

自家処理と外部委託処理

・爆発性，毒性，感
染性その他の人の
健康又は生活環境
に係わる被害を生
じる恐れのあるもの

廃棄物 産業廃棄物

特別管理産業廃棄物

廃棄物の分類と適正なルールに従った回収の実施

組織で定められた回収ルール
廃棄物の回収容器分類の視点
① 研究室等での容器への回収時の安全
② 学内での保管上の安全
③ 委託処理をした際の取扱い上の安全と

処理の効率性

6 化学物質使用上の責任と義務 ⑥ 廃棄物関連（1）

◆ 解説

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では，この法律は，廃棄物の排出を抑制し，及び廃棄
物の適正な分別，保管，収集，運搬，再生，処分等の処理をし，並びに生活環境を清潔にする
ことにより，生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としている。

産業廃棄物とは，工業，建設業，製造業，サービス業など全ての事業活動に伴って生じた廃
棄物のうち法に定めるものを言う。産業廃棄物のうち，爆発性，毒性，感染性など人の健康又
は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを特別管理産業廃棄物という。
大学の教育研究活動によって発生した化学物質を含んだ廃棄物は産業廃棄物として分類され，
適正処理を行わなければならない。

組織で定められた回収ルールに従い，回収容器等に回収する。廃棄物の回収容器の分類
の視点は ①研究室等での容器回収時の安全，②学内での保管上の安全，③委託処理をし
た際の取扱い上の安全と処理の効率性をもとに整理されている。分類区分は大枠，無機系廃
液と有機系廃液，個体に大別され，多い所では20種類を超える回収区分も見られる。研究者
はこれらに適正に回収し，回収の都度内容物を記載しなければならない。廃棄物の回収容器
の内容物がわかるのは研究室等で直接化学物質を取り扱った研究者であることから，自身の
研究室で容器に投入回収した際に内容物を記録し詳細を明確にしておかなければならない。

事業者には排出者責任が問われ，自家処理と外部委託処理とに分けられる。現在ではほと
んどの大学では研究室から集められた実験系廃棄物は全体を取りまとめて専門の業者に委託
処理がなされている。
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化学物質の購入から廃棄処理の流れ(例)

購入
使用

廃棄 回収・保管

終処分
処理委託

中間処理

事業所内

運搬

事業所外

マニフェスト伝票

6 化学物質使用上の責任と義務 ⑥ 廃棄物関連（2）

◆ 解説

化学物質は購入から 終処分場に処理されるまで適正な管理が必要とされる。化学物質の購
入→使用→廃棄→回収・保管までが研究者の責任となり，これを取りまとめ，
中間処理施設までの，運搬，中間処理， 終処分に至るまでが排出者責任となる。排出者であ
る大学は専門の運搬業者，中間処分業者， 終処分業者との間で処理委託契約書を作成し，
これに従って処理委託を行う。
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マニフェスト伝票（廃棄物管理票）の流れ

出所： http://www.smrj.go.jp/keiei2/kankyo/h18/wd/haiki_03.html

廃棄物の処理委託時に
排出者から7枚つづりの伝票を発行

6 化学物質使用上の責任と義務 ⑥ 廃棄物関連（3）

◆ 解説

排出事業者が専門の廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託する際に，マニフェスト伝票（廃棄物管理
票）の発行が義務付けられている。排出者はマニフェスト伝票は複写式7枚綴り（A，B1，B2，C1，C2，
D，E）のものを用いる。

1) 処理委託をした排出事業者は伝票に必要事項を記入の上，A票を残し，B1，B2，C1，C2，D，E票を
運搬業者に渡す。

2) 運搬業者は廃棄物を中間処理業者に引渡す際に，C1，C2，D，E票を渡す。B1票を残し，B2を排出
者事業者に返送。この時点で排出者は中間処理業者に廃棄物が渡されたことを確認できる。

3) 中間処理業者は，中間処理後で排出事業者にD票を，運搬業者にC2票を返送する。

4) 中間処理業者で 終処分がなされればE票も排出事業者に返送。

5) 中間処理業者はさらに 終処理業者に委託する際に，新たなマニフェスト伝票を発行のうえ処理を依
頼し，その 終処分の伝票(新E票）の返送受けて，排出事業者が発行したE票を返送する。

6) 排出事業者は，A，B2，D，E票がそろった時点で処理の終了したことを確認する。

◆ 参考資料

1) 独立行政法人中小企業基盤整備機
http://www.smrj.go.jp/keiei2/kankyo/h18/wd/haiki_03.html
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ＰＲＴＲ（Pollutant Release and Transfer Register：化学物質排出移動量届出
制度）とは，有害性のある多種多様な化学物質が，どのような発生源から，どれ
くらい環境中に排出されたか，又は廃棄物に含まれて事業所の外に運び出され
たかというデータを把握し，集計し，公表する仕組み。

「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」（化学物質把握管理促進法：化管法）

出所： http://www.env.go.jp/chemi/prtr/about/about-1.html

6 化学物質使用上の責任と義務 ⑦ PRTR関連（1）

製造量，使用量が増加した場合には環境

中に広く継続的に存在することが見込まれ

る物質

上記のうち人に対する発がん性があると評

価された物質

人の健康や生態系に悪影響を及ぼすおそれ

があるなどの性状を有するもので，生産量が

多く環境中に広く継続的に存在する物質

定 義

81物質

12物質

354物質

⇒届出の対象
となる

物質数

第二種指定化学物質

特定第一種指定化学
物質

第一種指定化学物質

種 類

◆ 解説

ＰＲＴＲとは，有害性のある多種多様な化学物質が，どのような発生源からどれくらい環境中に
排出されたか，又は廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し，集
計し，公表する仕組みを言う。

PRTＲによって，毎年どのような化学物質が，どの発生源から，どれだけ排出されているかを知
ることができる。アメリカ，カナダ，オーストラリア，オランダ等の諸外国でも導入が進んでおり，日
本では1999（平成11）年，「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」（化管法）として制度化された。

大学等の教育研究機関でもPRTR法の対象となる化学物質を定められた量以上に使用する場
合，届出が必要となる。対象としてリストアップされた化学物質を製造したり使用したりしている事
業者は，環境中に排出した量と，廃棄物や下水として事業所の外へ移動させた量とを自ら把握
し，行政機関に年に1回届け出る。行政機関は，そのデータを整理・集計し，また，家庭や農地，
自動車などから排出されている対象化学物質の量を推計して，2つのデータを併せて公表する。

◆ 参考資料

1) 環境省：http://www.env.go.jp/chemi/prtr/about/about-1.html
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ＰＲＴＲ対象化学物質の排出量，移動量の考え方

業種，従業員数，対象化学物質の年間取扱量という3つの条件があり，それぞれ
一定の基準に合致する事業者が，事業所ごとの環境中への排出量と廃棄物などと
しての移動量を届け出ることが義務付けられている。

対象化学物質を
年間1トン以上
使用する事業所

大気への排出

製品

廃棄物（処理委託）

土壌への
排出

原料

6 化学物質使用上の責任と義務 ⑦ PRTR関連（2）

移動

移動 下水道へ
の排出

水域へ
の排出

◆ 解説

PRTR法では，対象となる化学物質を年間1トン以上使用している事業所は報告対象となる。

使用量と事業所外への排出量と移動量（廃棄量，水域，下水道，土壌，大気へと排出した量）を
報告する。

29
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PRTRのしくみ

ある程度の規模の教育研
究活動がなされている大学
では，年間1トン以上の対象
化学物質を使用している。

常用雇用者21人以上の事業
者（別に定める），取扱量等第
一種指定化学物質のいずれか
を1年間に1トン以上取り扱う
事業所を所有する事業者が対
象となる。

6 化学物質使用上の責任と義務 ⑦ PRTR関連（3）

事業者
市民
NGO

行政

参加

対話

情報

届出

利用

利用

利用

届出対象外事業所
家庭，自動車など

集計

公表

開示

推計

30

◆ 解説

使用量が報告の対象となるかどうかは日常の使用量管理を適正に実施しなければならない。こ
の点では化学物質管理の仕組みを事業者として整備していなければならない。

30
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7 作業環境，施設設備面での関わり ①

31

労働安全衛生法

労働安全衛生法の目的
① 危害防止基準の確立
② 安全衛生管理の責任体制の明確化
③ 自主的安全衛生活動の促進

等の措置を推進することにより労働者の安全と健康を
確保するとともに，快適な職場環境の形成を促進する
こと。

実験室，研究室などで有
機溶剤や化学物質を使用
する場合。

・ドラフトチャンバーの設置
・実験室内の化学物質濃度を測定
・健康診断の実施

◆ 解説

労働安全衛生法では，労働災害の防止のための危害防止基準の確立，責任体制の明確化及
び自主的活動の促進の措置を講ずる等，その防止に関する総合的計画的な対策を推進するこ
とにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに，快適な職場環境の形成を促進す
ることを目的としている。

大学においては学生，教職員の組織構成であるが，学生は法的には対象外となっている。

しかし，近年いくつかの大学では

学生も教職員に準じて特殊健康診断を実施し，安全衛生管理の対応がなされつつある。

特に，有機溶剤，有害化学物質が使用される実験室や研究室では，ドラフトチャンバーなどの
設備を設置し適正な作業環境を整備しなければならない。また，定期的に作業環境測定を実施
する必要もある。

31
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7 作業環境，施設設備面での関わり ②

32

労働安全衛生法による組織的体制整備（例）

職務・権限 資格要件

安全管理者 安全衛生管理者を補佐するとともに，安全衛生管理
者の管理する事項のうち，安全に係る技術的事項を
管理する。

安全講習会，救急研修会
に出席し，作業に関わる全
般に精通する。

衛生管理者 安全衛生管理者を補佐するとともに，安全衛生管理
者の管理する事項のうち，衛生に係る技術的事項を
管理する。

衛生管理者

衛生工学衛生管理者

産業医 教職員の健康管理その他労働安全衛生規則第14条
の定める事項を行うとともに，大学又は総括安全衛生
管理者に対して勧告し，又は衛生管理者に対して，指
導又は助言することができる。

作業主任者 労働災害を防止するための管理を必要とする作業で，
労働安全衛生法施行令第6条で定める作業について，
労働安全衛生規則の定めるところにより，当該作業の
区分に応じて作業主任者を選任し，その者に当該作
業に従事する教職員の指揮，その他の労働安全衛生
規則で定める事項を行わせるものとする。

エックス線作業主任者

特定化学物質作業主任者

有機溶剤作業主任者

◆ 解説

化学系の実験室，研究室を有する大学等では，安全衛生に関わる組織体制の整備が必要と
なる。このためには，安全衛生委員会を組織し，安全管理者，衛生管理者，産業医，作業主任
者等を選任し，安全衛生の確保に努めなければならない。

32
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1 環境・安全・衛生面での組織内外における責任

事業者の説明責任（アカウンタビリティ）

研究者の責任

2 強制法規への標準・標準化の寄与

3 事業者としての環境，安全関連法への対応（コンプライアンス）

① 化学物質の適正管理の必要

② 安全な教育研究環境の整備

③ 各種規定類・マニュアル類の整備

④ 薬品等の管理体制の整備

⑤ 労働安全衛生関連

4 環境管理・対策の取り組みの実施

マネジメントシステム（環境・安全）への取り組み

5 廃棄物管理，化学物質管理

ま と め ・・・・・ 第12章 強制法規と規格

◆ 解説

教育研究活動を推進する上で環境・安全に関わる大学としての説明責任（アカウンタビリティ）
と化学物質を使用する研究者としての責任が挙げられる。また，事業者として環境・安全関連法
への対応（コンプライアンス）は重要な要件となっている。化学物質を使用する者は関係法を十
分に理解し，適正な使用と化学物質管理を行わなければならない。特に，化学物質を使用する
者は購入から 終処分までの流れを理解し，適切な使用，保管管理に努めなければならない。
また，事業者（大学）は組織全体のマネジメントシステムを整備し，環境関連，安全衛生関連の
管理体制の整備を行わなければならない。
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1 化学物質を取り扱う上での使用者の責任を述べなさい。

2 廃棄物を外部委託する場合に必要とされるマニフェストとは何か。また，
この仕組みを述べなさい。

3 事業者（大学）等の研究施設において，下水道法における特定施設とは
何が該当するか答えなさい。

4 法律で規格を引用する利点とは何か述べなさい。

5 どのような法令で規格の引用がされているか述べなさい。

演習問題 A ・・・・・ 第12章 強制法規と規格

◆ 解説

1 化学物質を扱う上で，環境面，労働安全，衛生面についての強制法規を把握し，これ
に則った購入，使用，保管，廃棄を行わなければならない。

2 廃棄物管理票のこと。ｐ.27参照

3 ｐ.24 参照 洗浄施設とは実験室の流しが該当する。

4 ｐ.7 参照

5 p.8 参照。この他にもたくさん挙げられる。現在はこれら強制法規引用情報は下記の
webサイトで確認することができる。

http://www.jisc.go.jp/app/JPS/JPSO0010.htm

このページを開き，「強制法規情報」をクリックすると，検索することができる。
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1 環境関連法と規格の関係を具体的な法律事例を挙げて述べなさい。

2 教育研究活動に従事する上で，届出事項の定めのある代表的なもの
を挙げなさい。

3 研究でトリクロロエチレンを使用する場合，環境面ではどのようなこと
に配慮しなければならないか答えなさい。

4 組織（大学）が化学物質管理を行う上で，必要となる事項は何か述べ
なさい。

5 組織（大学）が安全衛生管理を行うために必要な措置は何か述べな
さい。

演習問題 B ・・・・・ 第12章 強制法規と規格

◆ 解説

1 ｐ.9 参照。水質汚濁防止法，下水道法，土壌汚染対策法では分析方法がJISに定
める方法として定められており，産業の状況により新たな項目が追加される際にも，
迅速な対応がなされている。

2 ・ 消防法：少量危険物取扱所
・ 水質汚濁防止法，下水道法：特定施設
・ 廃掃法：特別管理産業廃棄物処理実績報告書(一定以上の処理量の場合）

PRTR法：化学物質の取扱い量
・ 省エネ法：エネルギー使用量

・地球温暖化対策の推進に関する法律：地球温暖化対策計画書，地球温暖化対策
実施状況報告書

3 水質汚濁防止法，下水道法に関わる有害物質であることから，排水系に漏えいし
ないよう対応をはかる。また，使用した後の不要薬品，又は廃液（他のものと混ざったもの
も含む）は特別管理産業廃棄物として外部に処理を委託する。

4 化学物質を取り扱う上での，購入から保管，使用，廃棄までの組織内のルール。法
律に則った管理体制の構築，施設の整備

5 安全衛生管理の組織的な体制の構築，運用，管理面での人材育成



36

強制法規と規格 36

◆ 文 献

1） 環境六法

2） 鈴木敏央，【改訂第3版】新・よくわかるISO環境法，ダイヤモンド社，2005．

3） 標準化テキスト（基礎編），日本規格協会，2007．

◆ インターネット

4） 環境省 http://www.env.go.jp/chemi/prtr/about/about-4.html

5） 厚生労働省 http://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/dokugeki.html

参考資料 ・・・・・ 第12章 強制法規と規格


