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京都大学環境憲章 
 

基本理念 

 

 京都大学は、その伝統によって培われた自然への倫理観と高度な学術性や国際的視野を活かし、環

境保全のための教育と研究を積極的に推進し、社会の調和ある共存に貢献する｡ 

 また、本学は、人類にとって地球環境保全が 重要課題の一つであると認識し、大学活動のすべて

において環境に配慮し、大学の社会的責務として環境負荷の低減と環境汚染の防止に努める｡ 

 

基本方針 

 

1.環境保全の活動を積極的に進めるため、本学のすべての構成員(教職員、学生、常駐する関連の会

社員等 )の協力のもと、継続性のある環境マネージメントシステムを確立する｡ 

 

2.教育･研究活動において、環境に影響を及ぼす要因とその程度を充分に解析し、評価するとともに、

環境保全の向上に努める｡ 

 

3.環境関連の法令や協定を遵守することはもとより、可能な限り環境負荷を低減するため、汚染防

止、省資源、省エネルギー、廃棄物削減等に積極的に取り組み、地域社会の模範的役割を果す｡ 

 

4.環境マネージメントシステムをより積極的に活用し、地域社会と連携しつつ、本学の構成員が一

致して環境保全活動の推進に努める｡ 

 

5.本学構成員に環境保全活動を促す教育を充実させるとともに、環境保全に関連する研究を推進し、

その成果を社会へ還元する｡ 

 

6.本学が教育と研究における国際的拠点であることから、環境保全面での国際協力に積極的な役割

を果す｡ 

 

7.環境監査を実施して、環境マネージメントシステムを見直し、環境保全活動の成果を広く公開す

る｡ 

 

本環境憲章は，総長の諮問機関である環境保全委員会が検討を重ね成案を作成、部局長会議で

の審議を経て、平成 14 年 2 月 5日開催の評議会に附議され，承認されたものである。 

 

 



 



 

１．序説 

 

１-１．本書の目的 

 大学での教育研究活動からは、種々の実験廃棄物が発生するが、それらを適切に管理・処理すること

は大学に課せられた責務である。本学では、実験廃棄物の処理は、排出者自身の責任において可能な限

り果たされなければならないという理念のもと、全学共同利用施設として、1975 年に有機廃液処理装置

（通称 KYS）、1980 年に無機廃液処理装置（通称 KMS）を設置し、学内で発生した廃液の処理を行っ

てきた。教育研究活動に伴って排出される実験廃棄物の処理は、教育研究の一環をなすものであり、排

出者自らがその処理にあたるという基本原則をもとに、これらの処理施設では、排出者である教職員が

廃液処理施設の指導員として、実際の処理にたずさわっている。これは、処理施設設置当時、学内外か

ら大学の廃棄物処理の姿勢に対して、厳しい批判やさまざまな要求が出されたことに対して、本学の廃

棄物処理等専門委員会がそれに学びまた自ら思索を深めて、前述のような基本的考えに立つに至った結

果である。 

 これまで、本学では、学内で発生した有害な実験廃棄物は学内で無害化処理することを基本としてき

た。そのため、学内の処理施設で直接処理できない廃液は、各研究室で処理可能な廃液にするための処

理をする必要があった。しかしながら、近年、科学技術の急速な深化と多様化に対応して、研究で使用

される化学物質の数が著しく増加し、それに伴って廃棄物も複雑多種な化学物質の混合物として発生す

ることも多くなってきた。このような廃液は、本学の処理施設で処理できるようにすることが極めて困

難であったり、また危険を伴うケースもある。大学の法人化により、大学での環境安全の重要さが広く

認識されるようになり、廃棄物処理に関しても、トータルの環境安全リスクを考慮して専門的な知識と

経験を有する第三者に処理を依頼する方が好ましいという判断もされるようになってきた。平成 15 年に

工学研究科の化学系の専攻が桂キャンパスに移転したが、工学研究科の化学系の専攻から発生する有機

廃液は学内で発生する全有機廃液の 40％ほどを占めていた。桂キャンパスから KYS のある吉田キャンパ

スまでは、市街地の上に距離が長く、このような大量の有機廃液を頻繁に運搬して処理作業を行うこと

は、安全上のみならず教員の教育研究活動にも支障をきたすことから、桂キャンパスで発生した有機廃

液は、外部の業者に処理を委託することとなった。その後、宇治地区等の遠隔地を中心として有機廃液

の外部委託処理が実施されてきたが、危険物の燃焼に伴う環境安全面への配慮がより一層必要となって

きていること、老朽化に伴う設備更新に多大なコストが必要となること、外部の業者の処理技術が進歩

したこと等を鑑み、平成 25 年度より全学的に有機廃液を外部委託することとなった。また、桂キャンパ

ス移転の際には、多量の不用薬品が問題となった。不用薬品は、使用する見込みのない薬品であるが、

従来はそのような薬品は使用するまで保管することになっていた。しかしながら、長期間保管していた

ものは、変質していたりラベルが剝脱していたりしているため、適切な処理を実行するには、分析等含

めて多大な労力と費用を必要とする。また、有害な薬品は、保管しているだけでもリスクがあることか

ら、不用薬品は積極的に処理していくべきという考え方になった。不用薬品は、学内の処理施設で処理

できないものが多いので、この場合も外部の業者に処理を委託することになる。 

 このように、学内で発生した有害な廃棄物の処理において、外部委託処理の重要性が増してきている。

外部委託処理は、有害な廃棄物を学外に持ち出すことになるので、注意すべき点は多い。特に、種々の



 

法律の規制もあるので、知らないうちに法令違反をしてしまうケースも想定される。そのため、本学で

は、有害な産業廃棄物の外部委託処理の際には、必要な法令等の知識を有する廃液・廃棄物情報管理指

導員の指導のもと、環境安全保健機構附属環境科学センター（以下、「環境科学センター」という。）の

確認を受けてから外部の業者に廃棄物を引き渡すことになっている。また、マニフェストにより、運搬

および処理が終了したことを確認しなければならない。本書は、各部局の廃液・廃棄物情報管理指導員

に、単に法規制だけでなく、法律の背景や安全な薬品の取扱い等も知っていただき、安全で適切な廃棄

物の処理を指導していただくために作成されたものである。 

 



 

２．京都大学における環境管理・環境負荷の概要 

２-１．環境管理システム及び大学の環境負荷 

環境管理システムとは、環境負荷（それを与える人間の活動）を適正に制御する仕組みと考えられ、

一般的に、PDCA（Plan→Do→Check→Action）サイクルに則って、組織内で運用される。その国際規格

として知られているのが ISO14001 である。 

京都大学においても、図 2.1 に示すような様々な環境側面に対して、現状把握及び負荷削減目標や計画

の立案（Plan）、実現に向けた運用（Do）、その結果・効果検証（Check）、目標や計画の見直し（Action）

を行っている。 

なお、 近では、地域社会の持続可能性や幅広い（間接的なものも含む）環境負荷についても視野に

入れる「サステイナブルキャンパス」構築に向けた取り組みが模索されている。 

 

図 2.1 大学における環境側面の例「京都大学環境報告書」より。（2013 年度の実績） 

２-２．京都大学における温暖化対策やエネルギー管理 

１）背景・法令 

2005 年、脱温暖化を目指す京都議定書が発効した。それに前後して、京都府及び京都市では、「京都府

地球温暖化対策条例」、「京都市地球温暖化対策条例」が制定・施行された。その後の改正により、中期



 

的な計画として平成 42 年（2030 年）度までに、平成 2 年（1990）度の総排出量から 40%、中間年である

平成 32 年（2020）度までに 25%削減した量とすることを当面の目標とすることを規定している。府や市

の条例について、京都大学は、温室効果ガス排出量の報告及び削減計画の提出などが求められている（し

かし、削減義務などは課せられていない）。 

他方、省エネルギーの観点からは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネルギー法）が

存在し、ここでは、京都大学の主要キャンパスは、エネルギー管理指定工場として、原単位ベースで毎

年 1%のエネルギー削減義務が課せられている。 

２）京都大学における CO2排出量の実態及び削減目標 

京都大学主要キャンパスにおける CO2 排出量の推移（図 2.2）を見ると、1990 年に比べて近年の総排出

量は、おおよそ倍増していることがわかる。床面積あたりの原単位も、40%程度増加しており、床面積が

増加した上に、原単位も増加してきたことがわかる。床面積の増加については、桂キャンパスや既存キ

ャンパス内の建物増床による。原単位については、大学院重点化に伴う院生の増加に加え、エアコン等

の充実、PC の普及、実験機器の増加などが原因と考えられる。参考に図 2.3 に各種指標の変化を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2 主要 4団地におけるエネルギー消費による総 CO2排出量の経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3 1991 年を 100 としたときの京都大学の諸指標の変化（出典：京都大学概要） 
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これに対して、京都大学では 2007 年度に、CO2 排出量の削減目標を、「毎年、床面積あたり CO2 排出

量を２％削減する」と定めている。そのうちわけとしては、半分（1%）をハードの取り組み（機器・設

備・建物の改修等）で、半分（1%）をソフトの取り組み（構成員の環境配慮行動）で達成するとしてい

る。なお、これは、コストにすると、全学で年間約 5,000 万円の節減と見込まれる。 

３）京都大学環境賦課金制度 

特に、省エネ設備投資（ハード対策）については、京都大学独自の「環境賦課金システム」（図 2.4）

を 2008 年 4 月より開始し、年間約 2.4 億円の原資を得て、省エネ化を進めている。特徴は、原資の半分

を、前年度の光熱水使用量に応じた負担金として、部局単位で徴収している点であり、これにより、使

用量削減のインセンティブが働く仕組みとなっている。集められた資金の多くは、ESCO（Energy Service 

Company）事業と言われる外部力を活用した省エネ化事業（省エネ・高性能空調機器への更新や LED 化、

適正運転化など）として運用されているが、部局からの意見を反映したユニークな取り組みも見られ始

め、今後、それらの優良事例を共有することが重要と考えられる。 

 

図 2.4 環境賦課金システム（概要図） 

 

４）京都大学環境配慮行動マニュアル～研究室・脱温暖化編～ 

特に、省エネ設備投資（ハード対策）以外、つまり個人の行動に

関わる削減策（ソフト対策）については、まず研究そのもののアク

ティビティを落とさずにできる取り組みは、すぐに始めるべきと考

えられる。そこで、研究室における環境配慮行動を洗い出すととも

に、その効果を試算した結果、研究室でのエネルギー消費量は、お

おむね全学の消費量の 2 割程度であること、あらゆる省エネ取組を



 

するとそれを半減できる可能性があることが明らかになった。この結果は、普及のために、日めくり形

式にし、全学に配布している。 

 

図 2.5 「京都大学環境配慮行動マニュアル～研究室・脱温暖化編～」の概要 

５）京都大学エコ宣言 WEB サイト 

「環境配慮行動マニュアル」を構成員一人ひとりに活かしてもらうための仕組みとして、 

 

京都大学環境エネルギー管理情報サイト 

http://www.eco.kyoto-u.ac.jp 

 

を開設している。ここでは、「環境配慮行動マニュアル」の主要な行動をとりあげ、個人個人が現在の実



 

施状況や今後の実施意向を宣言する「エコ宣言ウェブサイト」を立ち上げており、誰もが、現在の CO2

排出量（試算値）や今後の削減ポテンシャル（試算値）を知ることができるようになっている。更に個

人や部局ごとのランキングなども見られるようになっており、今後、基本的な環境配慮行動を共有して

いくための有効なツールとして活用できる。また、その他にも、学内の部局ごとの環境取り組み事例や

学生活動、他大学の取り組みなども紹介しており、総合的な情報発信の場として進化を目指している。 

６）京都大学環境配慮行動マニュアル～実験室 省エネ事例集～ 

ハード対策についても、踏み込んだ取組が求められている。特に電気料金の値

上がりにより、光熱水費は研究費を圧迫する存在となりつつあり、実験室（研究

活動）での省エネも避けては通れない。それに対し、いくつかの部局等において、

研究内容や組織のスタイルに応じた様々な取り組みが始められている。その一部

を取り上げ、全学的に共有し、今後の取組に結び付けようと作成したのが本マニ

ュアルである。5)で紹介したサイトにて入手できるほか、冊子媒体もあるので、

ご活用頂きたい。 

 

２-３．環境コミュニケーション 

１）環境報告書（背景・法令及び作成プロセス） 

京都大学における も重要な環境発信ツールの一つが、環境報告書である。この作成は、2005 年に制

定された「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」

（環境配慮促進法）により、環境報告書の作成・公表が義務づけられたことに始まる。これにより、2005

年度の実績などを 2006 年度に公開することとなった。これまでにも、2002 年の京都大学環境憲章の制定

の前後、環境管理システム構築を検討する中で、環境負荷の全容把握が試みられてきたが、本格的には、

これが初めてとなった。以降、毎年 9 月に、前年度の報告が行われている。 

環境報告書作成にあたっては、京都大学環境安全保健機構のもとにワーキンググループが立ち上げら

れ、学内の様々な部局からの参加を得て、編集作業が進められている。なお、京都大学における環境報

告書作成プロセスでユニークな点の一つに「ステークホルダー委員会の開催」があげられる。これは、

主要な読み手である学内外の関係者（ステークホルダー；直訳すると利害関係者）から、知恵と力を借

りながら内容や焦点を詰めてゆくと同時に、信頼性確保の視点からも質問や意見を頂き、ベストな環境

報告書を作成したいとの考えから、2006 年 2 月に設置されたものである。特に学生の方には、公募時よ

り、自ら戦力として、企画・作成にも携わって頂ける旨を示している。また、学外の方についても、近

隣にお住いの方から、行政・企業・市民団体の方まで、様々な立場で環境活動の実務にあたってこられ

た経験豊かな方にお願いし、有用な意見を頂いてきた。 

環境報告書で扱う内容は多岐にわたる。環境管理全般に言えることであるが、CO2や廃棄物排出に代表

される環境負荷データの確実な把握と公表・対策立案と同時に、研究・教育研究機関として、プラスの

側面に光を当てていくことも重要と考えられ、毎年、幅広く情報収集し、ユニークな活動も紹介してい

る。 

２）エコ～るど京大（構成員参加型によるエコキャンパス構築を目指して） 



 

大学においては、優秀な人材の社

会輩出が大きな使命である。そこで、

1 年を通して、持続可能な社会の実

現に結びつく暮らし方・生き方・働

き方の多様性を学び、実行に移すた

めの試みを、「エコ～るど京大」とい

うイベント名で始めている。「エコ～

るど京大」とは、 エコ×世界（ワー

ルド）からの造語であり、「Think 

globally, Act locally, Feel in the 

Campus !」のメッセージをこめると

同時に、京大の中でエコを学ぶ学校

（École とはフランス語で学校）を多

様なスタイルで開校する意味もこめ

たものである。 

京都大学の学生、教職員等の有志

が集まり、企業・団体・市民等の支

援・参加を受け、特に大学や周辺地

域をフィールドに、構成員全員参加

を目指し、様々な企画を展開してい

る。環境月間である 6 月には、初夏の陣として、環境問題に関する学びや、環境配慮行動を促すため、

学生のパフォーマンスやオープンラボなどを展開している。また、企業インターンへのお見合い企画な

ども実施している。秋冬＆春の陣では、持続可能な社会の実現に向けた人材輩出を目的に、学生ととも

に、「働く」ことや「生き方」を多様な角度から考え、交流するための企画を実施している。また、年間

を通じてシンポジウムや発信（フェイスブックやツイッター）も行っている。 

３）その他の環境取組支援ツール 

その他にも、環境取組支援・発信のために様々な媒体を準備しているので、是非、活用頂きたい。 

・ くすちゃんウォールステッカー：省エネやエコ行動を促す「くすちゃん」（京大のエコ活動のアイド

ル）のウォールステッカー。新入生等に使ってもらいたい通常版と、エコ宣言してくださった方へプ

レゼントするプレミアム版の 2 種類がある。 

・ くすちゃん×くずちゃん T シャツ：エコ～るど京大スタッフや参加者が着用しているホットピンクの

T シャツ。前にはくすちゃんが、裏には「くずちゃん」（悪い行動をしている）がプリントされ、4

パターンのデザインで行動を促す。エコ宣言 WEB サイトへもリンクしている。 

・ エコ CODE：京大のエコの規定（code）。また「エコ」×「ここで」と読むことができる。つまり、

エコをここ（キャンパス）から実践しようという想いをこめた。京都大学での環境行動ノウハウをコ

ンパクトにまとめ、毎年、新入生に配布している。 

・  

 お問い合わせ：環境科学センター（ecocheck@eprc.kyoto-u.ac.jp） 

環境エネルギー管理情報サイト（http://www.eco.kyoto-u.ac.jp） 



 

３．化学物質の性質と安全な使用 

３-１．中毒防止 

１）毒劇物 

化学物質はどのようなものでも生体に対して有害性があり、有毒か無毒かで二分できるものではない。

食卓で使われる食塩（塩化ナトリウム）でも多量に摂取すると生体影響が現れ、また酒（エチルアルコ

ール）も多飲すれば死に至ることがある。したがって、化学物質の毒性は基本的に摂取（曝露）量に依

存しており、生体影響は用量–反応関係で考える必要がある。 

 化学物質のうち少量の曝露でも健康障害をもたらす物質は、一般に「毒性が強い」として「毒物」と

総称される。毒性は、50%致死量（LD50）や 50%致死濃度（LC50）で評価されることが多い。毒物及び劇

物取締法では、毒性が強い物質のほかに刺激性が強い物質を「劇物」として指定し、製造、販売、使用

の面から規制している。なお、毒性の強さは毒物＞劇物である。 

 表 3.1 に毒物及び劇物の判断基準となる毒性を示す。ただし、毒性が強くても一般に流通していないも

のは指定から外れており、また世間に対してインパクトが強い物質は基準値以下の毒性でも劇物に指定

されていることがある。なお、法律で規定される毒劇物は医薬品以外が対象であり、医薬品に対しては

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」（薬機法、旧薬事法）で「劇薬」

「毒薬」が指定されている。 

 

表 3.1 毒物および劇物の判定基準 

経路 毒物基準 劇物基準 

経口 LD50が50mg/kg以下 LD50が50mg/kgを超え300mg/kg以下 

経皮 LD50が200mg/kg以下 LD50が200mg/Kgを超え1000mg/kg以下 

吸入(ガス) LC50が500ppm(4hr)以下 LC50が500ppm(4hr)を超え2,500ppm(4hr)以下 

吸入(蒸気) LC50が2.0mg/L(4hr)以下 LC50が2.0mg/L(4hr)を超え10mg/L(4hr)以下 

吸入(ダスト・ミスト) LC50が0.5mg/L(4hr)以下 LC50が0.5mg/L(4hr)を超え1.0mg/L(4hr)以下 

皮膚・粘膜刺激性  硫酸、水酸化ナトリウム、フェノールなど
と同等の刺激性を有する 

平成１６年１０月５日の毒物劇物部会における判定基準 

 

毒劇物は、毒性が強いため、誤飲の防止より飲料用の容器に移し替えることは禁じられており、「医薬

用外劇物」「医薬用外毒物」の表示を掲げた鍵のかかる金属製の毒劇物専用の保管庫に保管しなければな

らない。さらに使用者や使用量も記録しなければならない。不用薬品といえどもこの規制の対象となる

ので、廃棄する場合にも注意しなければならない。「京都大学化学物質管理システム（KUCRS）」では、

毒劇物の使用が認められた者しか毒劇物の取り扱いができないようになっており、使用する量も KUCRS

に登録するようになっている。 

毒物のうち、毒性が著しく強いものは特定毒物に指定されており、特定毒物を使用する場合は、特定

毒物研究者として自治体に申請する必要がある。 



 

２）有機溶剤 

  実験室において、有害な化学物質として も使用量が多いのが有機溶剤である。有機溶剤は、油脂、

樹脂、繊維素、ゴムなどを溶解するという共通の特性を持つ多様な物質の総称であり、化学的にも単一

あるいは同類の物質ではない。物質の抽出や洗浄、化学反応の媒体など広い範囲で用いられている。化

学的には、基本骨格から芳香族、脂環式、脂肪族などに、機能基からハロゲン、アルコール、エステル、

エーテル、ケトンなどに分かれる。 

 有機溶剤の特徴として、揮発性と脂溶性があげられる。常温で液体であるが、沸点が低いものほど、

また蒸気圧が高いものほど揮発しやすく、空気中に拡散して肺から生体に取り込まれやすい。比重が空

気より大きいため低いところに滞留しやすく、実験室の天井に設置された換気扇では十分に換気されな

いことも多いので、注意を要する。また直接接触する作業では皮膚からも吸収される。生体内で代謝を

受けないものが多いが、一部はアルコールと同様の代謝を受ける。生体内での蓄積はほとんどないため、

健康障害はおもに急性のものである。ただし慢性の曝露による慢性の健康障害はある。 

 脂溶性であることが健康影響の主因である。脳血管関門を通過するため中枢神経系に容易に到達し、

麻酔作用（中枢神経抑制作用）を来す。症状は飲酒時のそれとよく似ており、頭痛、吐き気、めまい感、

興奮、言語の障害、見当識の障害などがあり、曝露が強いと昏睡や呼吸停止を来す。皮膚の刺激作用も

強く、皮膚炎を来してかゆみや痛み、出血、ただれ、乾燥・亀裂が生じることがある。薬物の直接の刺

激（一次刺激）によるものが多いが、まれにアレルギー機序によるものもある。 

 また、肝臓にも取り込まれるため、肝障害も起こす。特にハロゲンやニトロ基をもつもので顕著であ

る。肝障害は無症状のことが多いため、血液検査でないとなかなか検出できない。そのほか、呼吸で吸

い込まれるときの刺激によって喉の痛みや咳が出たり、刺激性が弱い場合は肺胞まで入って肺水腫を来

すこともある。また心臓では不整脈が起こりやすくなり、突然死を来すこともあると言われている。 

 労働安全衛生法下の省令である「有機溶剤中毒予防規則（有機則）」では、有機溶剤を健康障害との関

連から第一種（2 物質）、第二種（35 物質）、第三種（7 物質）に分けてその取扱いや健康管理が規定され

ている。第一種と第二種の有機溶剤は屋内作業において、第三種有機溶剤はタンク内の作業において、

密閉装置か局所排気装置を使うことが義務づけられている。また第一種と第二種の有機溶剤を使う場所

では、後述する作業環境測定をしなければならない。 

３）特定化学物質 

 化学物質の中でも急性・慢性の発がんなど健康障害が大きいものを労働安全衛生法のもとで特定化学

物質等（特化物）として、省令である「特定化学物質等障害予防規則（特化則）」で規定している。化学

的特性は多岐にわたり、有機溶剤以上に多様な物質を包含している。クロロホルム、ジクロロメタン、

ベンゼンなど、かつては有機溶剤に指定されていたが、発がん性が問題になって特化物に移行したもの

である。一方、石綿（アスベスト）のように、特化物から外れて独立した省令（石綿則）のもとで管理

されるようになった物質もある。 

 この省令に含まれていない化学物質にも有害性の強いものは多数あると思われる。今後は各事業場で

包括的な化学物質管理が求められるようになる見込みである。 

 特化則では特化物を製造禁止物質（8 物質）、第一類（7 物質）、第二類（55 物質）、第三類（8 物質）

の 4 群に分類し、その取扱いや健康管理を規定している。製造禁止物質は、現在は製造や販売が禁止さ

れているもので、取り扱うことはないかもしれない。第一類は製造が許可制になっており、密閉化また



 

は十分な局所排気の設備など厳重な取扱いが求められている。作業環境測定と健康診断も必要である。

第二類は製造の制限はないが、第一類同様に作業環境測定と健康診断が必須となっている。第一類と第

二類の特化物の多くは発がん性の観点からの管理が求められる特別管理物質（40 物質）に指定されてお

り、実験室内での対象物質の有害性の掲示や作業記録の保管（30 年間）が必要である。 

 特化物はその特性が多様であるがゆえに、一括して特性や健康影響を述べることができない。したが

って個々の物質の特性を取扱い時によく知っておく必要がある。 も便利な情報源が安全データシート

(safety data sheet = SDS)である。これには成分や含有量、物理化学的性質、危険有害性の内容や程度、貯

蔵や取扱い上の注意、事故時の応急処置などが記載されており、作業場の見やすいところに配置してお

くべきものである。必要時にパソコンから打ち出すのでは緊急時や停電時に間に合わないので、あらか

じめ印刷してラミネート加工しておくとよい。記載事項の中で、化学的特性として蒸気圧や分子量は意

識してほしい。蒸気圧から揮発性が、分子量から空気に対する相対的な重さがわかり、拡散や滞留につ

いて予想がつくからである。 

４）作業環境管理と作業環境測定 

  一般に有害作業に伴う健康障害防止の第一は「作業環境管理」であり、ついで「作業管理」、そして

後に「健康管理」である（労働衛生の 3 管理）。有害化学物質を扱う作業の場合、（1）労働者がそれらに

曝露されないように作業課程を密閉化したり、自動化したり、遠隔操作にしたり、排気装置をつけたり

するのが作業環境管理、（2）どうしても曝露が避けられない場合に、それを 小限にするため、防毒マ

スクや保護手袋などの保護具を着用したり、作業時間を短縮したりするのが作業管理、（3）健康障害を

来していないかどうかを診察や臨床検査で確認し、異常所見があれば精密検査や治療・観察を受けても

らうのが健康管理、である。 

 作業環境測定は有害な化学物質による中毒を予防する上でたいへん重要な行為である。そのために作

業環境測定法という法律が制定され、また作業環境測定士は法定資格となっている。作業環境測定士に

は 2 種類あり、第一種は作業環境測定のデザイン、サンプリング（標本採取）、分析のすべてを行うこと

ができるが、第二種はデザインとサンプリングのみ行える。 

表 3.2 作業環境測定結果と管理区分 

 

 

 

A測定 

第一評価値＜管理濃度 

 

第二評価値＜管理濃度 

＜第一評価値 

第二評価値＞管理濃度 

 

 

B 
測
定 

 

B測定値＜管理濃度 第一管理区分 第二管理区分 第三管理区分 

管理濃度＜B測定値 
＜1.5×管理濃度 

第二管理区分 第二管理区分 第三管理区分 

1.5×管理濃度＜B測定値 第三管理区分 第三管理区分 第三管理区分 

 環境測定には、作業場の平均的な有害物質の濃度を測定する「A 測定」と有害物質発生源に近接した

場所で作業する場合の曝露濃度を測定する「B 測定」の 2 種類ある。A 測定では、定常的に作業が行われ

ている時間帯に、原則として作業場所の床面に 6 m 以下の等間隔で引いた縦と横の線の交点上の床上

50~150 cm に位置する 5 個所以上の点で試料となる空気をサンプリングする。B 測定では、有害物質の濃



 

度が も高くなると思われる時間帯に、その作業が行われる位置でサンプリングする。 

 測定結果の処理も A 測定と B 測定で異なる。A 測定では、濃度の対数値が正規分布するという仮定の

もとに、幾何平均値や幾何標準偏差を用いて、（1）その平均値（第二評価値）と、（2）高い方から 5％の

値（第一評価値）を推算する。B 測定ではその測定値をそのまま用いる。 

 評価については、（1）A 測定の第一評価値が管理濃度より低く、かつ B 測定値が管理濃度より低い場

合は第一管理区分、（2）A 測定の第二評価値が管理濃度より低く、かつ B 測定値が管理濃度の 1.5 倍より

低い場合は第二管理区分、（3）A 測定の第二評価値が管理濃度より高いか、B 測定値が管理濃度の 1.5 倍

より高い場合は第三管理区分、となっている（表 3.2）。B 測定をしない場合は A 測定のみで考える。第

一管理区分の場合は作業環境管理が適切であると判断される。第二管理区分の場合は作業環境管理に改

善の余地があると判断される。第三管理区分の場合は作業環境管理が不適切で、点検と改善が必要と判

断される。 

  許容濃度（occupational exposure limits = OEL）とは「労働者が 1 日 8 時間、週間 40 時間程度、肉体的

に激しくない労働強度で有害物質に曝露される場合に、当該有害物質の平均曝露濃度がこの数値以下で

あれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪い影響が見られないと判断される濃度」である。 大許

容濃度とは、「作業中のどの時間をとっても、曝露濃度がこの数値以下であれば、ほとんどすべての労働

者に健康上の悪い影響が見られないと判断される濃度」である。日本では産業衛生学会が、各種の化学

物質について動物実験やヒトでの観察結果に基づいて得られた許容濃度を勧告として公表している（表

3.3）。この中で、一部の物質については、その主要な毒性が短時間で発現する刺激や中枢神経抑制等であ

るため、 大許容濃度で記載されている。 

 管理濃度とは、作業環境管理の状態を評価するため、前述の作業環境測定の結果判定の基準となる濃

度で、厚生労働省が行政上の通達として出している（表 3.3）。 

 生体内に取り込まれて存在する有害物質の濃度を調べることを「生物学的モニタリング」という。生

物学的モニタリングの結果がこの数値以下であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪い影響が見

られないと判断される濃度」を「生物学的許容値」といい、これも日本では産業衛生学会が公表してい

る。 

５）健康診断 

 労働安全衛生法では常時雇用する労働者に 1 年に 1 度の定期健康診断を受けることを義務づけている。

有機則ではそれに加え、第一種と第二種の有機溶剤を取り扱う業務に常時従事する労働者、およびタン

ク内で第三種有機溶剤を取り扱う業務に常時従事する労働者に対して 6 か月に 1 度の追加の健康診断（特

殊健康診断）を受けることを求めている。特化則では、第 3 類を除く特化物を取り扱う作業に常時従事

する労働者は 6 か月に 1 度の特殊健康診断を受けることになっている（表 3.3）。 

 有害業務における「常時従事」の基準は示されていないが、健康診断は健康障害を確認するためのも

のであって中毒防止に直接役立つわけではないことから、本学では年間従事日数が特に多い労働者に対

して行っている。もちろん、作業にともなってあらたに症状が出現した場合は従事日数にかかわらず随

時医師による健康診断を行う。 

 特殊健康診断では、業務歴や自覚症状に関する問診項目や一般検尿（尿蛋白）といった全有機溶剤共

通の項目に加え、有機溶剤の種類によって肝機能や貧血を調べる血液検査、眼底検査、および代謝物の

尿中排泄量測定（生物学的モニタリング）を行う（表 3.3）。ただし肝機能や貧血の検査は一般的な検査



 

項目で定期健康診断にも含まれるものであるため、眼底と尿中代謝物検査以外は曝露されている有機溶

剤の種類よらず一律に実施している。いずれについても業務に起因すると思われる異常所見が認められ

た場合は、本学保健診療所その他の医療機関で個別の診察や精密検査を受ける。 

６）中毒の応急処置 

 中毒に限らず、事故時の応急処置の基本は「生存の確認」と「心肺蘇生術」である。まず「意識はあ

るか」「呼吸は普通か」をチェックする。意識があれば呼吸や心拍動は問題ない。意識がないようであれ

ば、体を軽く叩いて反応があるかどうかを確かめる。手を動かしたりうめき声を出したりすれば、意識

は低下しているかもしれないが呼吸や心拍動には問題がない。意識がない場合は大声で人を呼ぶ。そし

て胸の動きや鼻付近の空気の出入りで呼吸の有無を確認する。普通の呼吸があれば心拍動はあると考え

てよい。呼吸が普通でない場合は心停止しているものと見なして心臓マッサージ（胸骨圧迫）を行う。

十分な経験があれば、途中から人工呼吸も加える。救急車を呼ぶことは当然である。 

 それほど重篤な症状を来すほどではなくとも、有害なガスを吸入してしまった場合、目に入った場合、

皮膚に付着した場合なども的確な処置が必要である。個々の物質ごとの対応は SDS を参照する必要があ

るが、一般的には下記の通りである。 

 吸入した場合は、空気の新鮮な場所に移動し、安静にする。呼吸困難があれば酸素を吸うことも一法

である。過度の深呼吸や水分摂取は、それぞれ過換気症候群（体がアルカリ性に傾いて手指にけいれん

が起きる）や嘔吐を来すおそれがあるため避ける。目に入った場合は、水道水でよいので 15 分以上洗眼

する。コンタクトレンズを装着している場合は無理のない範囲で外して洗眼する。皮膚に付着した場合

は、汚染された衣服を脱ぎ多量の水道水で洗い流す。石けんを使うことも勧められる。いずれの場合も､

速やかに医療機関を受診する（有機則や特化則の緊急診断）。 

 



 

表 3.3 有害化学物質の許容濃度・管理濃度、および特殊健康診断項目一覧 

種類 分類 番号 物質名 許容濃度 管理濃度 単位 
問診 
診療 

肝機能 赤血球 白血球 尿一般 尿ｳﾛﾋﾞﾘ 尿沈渣 尿代謝 
胸部 

X 線 
肺活量 血圧 皮膚 鼻腔 

有
機
溶
剤 

第

一

種 

28 1,2-ジクロロエチレン 150 150 ppm ○ ○            

38 二硫化炭素 1 1 ppm ○             

第
二
種 

1 アセトン 200 500 ppm ○             

2 イソブチルアルコール 50 50 ppm ○             

3 イソプロピルアルコール 400* 200 ppm ○             

4 イソペンチルアルコール 100 100 ppm ○             

5 エチルエーテル 400 400 ppm ○             

6 ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉｴﾁﾙｴｰﾃﾙ 5 5 ppm ○  ○           

7 ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉｴﾁﾙｴｰﾃﾙｱｾﾃｰﾄ 5 5 ppm ○  ○           

8 ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ  25 ppm ○  ○           

9 ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉﾒﾁﾙｴｰﾃﾙ 0.1 0.1 ppm ○  ○           

10 オルト-ジクロロベンゼン 25 25 ppm ○ ○            

11 キシレン 50 50 ppm ○       ○      

12 クレゾール 5 5 ppm ○ ○            

13 クロロベンゼン 10 10 ppm ○ ○            

15 酢酸イソブチル  150 ppm ○             

16 酢酸イソプロピル  100 ppm ○             

17 酢酸イソペンチル  50 ppm ○             

18 酢酸エチル 200 200 ppm ○             

19 酢酸ブチル 100 150 ppm ○             

20 酢酸プロピル 200 200 ppm ○             

21 酢酸ペンチル 50 50 ppm ○             

22 酢酸メチル 200 200 ppm ○             

24 シクロヘキザノール 25 25 ppm ○             

25 シクロヘキサノン 25 20 ppm ○             

30 N,N-ジメチルホルムアミド 10 10 ppm ○ ○      ○      

34 テトラヒドロフラン 50 50 ppm ○             

 



 

種類 分類 番号 物質名 許容濃度 管理濃度 単位 
問診 
診療 

肝機能 赤血球 白血球 尿一般 尿ｳﾛﾋﾞﾘ 尿沈渣 尿代謝 
胸部 

X 線 
肺活量 血圧 皮膚 鼻腔 

有
機
溶
剤 

第
二
種 

35 1,1,1-トリクロロエタン 200 200 ppm ○       ○      

37 トルエン 50 20 ppm ○       ○      

39 ノルマルヘキサン 40 40 ppm ○       ○      

40 1 ブタノール 50* 25 ppm ○             

41 2-ブタノール 100 100 ppm ○             

42 メタノール 200 200 ppm ○             

44 メチルエチルケトン 200 200 ppm ○             

45 メチルシクロヘキサノール 50 50 ppm ○             

46 メチルシクロヘキサノン 50 50 ppm ○             

47 メチルノルマルブチルケトン 5 5 ppm ○             



 

 

種類 分類 番号 物質名 許容濃度 管理濃度 単位 
問診 
診療 

肝機能 赤血球 白血球 尿一般 尿ｳﾛﾋﾞﾘ 尿沈渣 尿代謝 
胸部 

X 線 
肺活量 血圧 皮膚 鼻腔 

特

定

化

学

物

質 

第
一
類 

1 ジクロロベンジジンとその塩*  －  ○      ○       

2 アルファ-ナフチルアミンとその塩*  －  ○      ○       

3 塩素化ビフェニル（PCB）  0.01 mg/m3 ○     ○      ○  

4 オルト-トリジンとその塩*  －  ○      ○       

5 ジアニシジンとその塩*  －  ○      ○       

6 ベリリウムとその化合物*  0.002 mg/m3 ○        ○ ○  ○  

7 ベンゾトリクロリド*  －  ○        ○   ○  

第
ニ
類 

1 アクリルアミド 0.1 0.1 mg/m3 ○           ○  

2 アクリロニトリル 2 2 ppm ○             

3 アルキル水銀化合物  0.01 mg/m3 ○           ○  

3-2 インジウム化合物*  -  ○             

3-3 エチルベンゼン* 50 20 ppm ○       ○      

4 エチレンイミン* 0.5 0.5 ppm ○           ○  

5 エチレンオキシド* 1 1 ppm ○           ○  

6 塩化ビニル* 2.5 2 ppm ○ ○       ○     

7 塩素 0.5 0.5 ppm ○             

8 オーラミン*  －  ○     ○ ○       

9 オルト-フタロジニトリル  －  ○     ○        

10 カドミウムとその化合物 0.05 0.05 mg/m3 ○    ○         

11 クロム酸とその塩* 0.01-0.5 0.05 mg/m3 ○        ○   ○ ○ 

11-2 クロロホルム* 3 3 ppm ○ ○            

12 クロロメチルメチルエーテル*  －  ○        ○     

13 五酸化バナジウム  0.03 mg/m3 ○         ○ ○   

13-2 コバルトおよびその化合物* 0.05 0.02 mg/m3 ○             

14 コールタール*  0.2 mg/m3 ○        ○   ○  

15 酸化プロピレン*  2 ppm ○             

16 シアン化カリウム 5 3 mg/m3 ○     ○        



 

種類 分類 番号 物質名 許容濃度 管理濃度 単位 
問診 
診療 

肝機能 赤血球 白血球 尿一般 尿ｳﾛﾋﾞﾘ 尿沈渣 尿代謝 
胸部 

X 線 
肺活量 血圧 皮膚 鼻腔 

特
定
化
学
物
質 

第
ニ
類 

17 シアン化水素 5 3 ppm ○     ○        

18 シアン化ナトリウム 5 3 mg/m3 ○     ○        

18-2 四塩化炭素* 5 5 ppm ○ ○            

18-3 1,4-ジオキサン* 1 10 ppm ○ ○            

18-4 1,2-ジクロロエタン* 10 10 ppm ○ ○            

19 3,3’-ｼﾞｸﾛﾛ-4,4’-ｼﾞｱﾐﾉｼﾞﾌｪﾆﾙﾒﾀﾝ* 0.005 0.005 mg/m3 ○ ○            

19-2 1,2-ジクロロプロパン* 1 1 ppm ○             

19-3 ジクロロメタン* 50 50 ppm ○             

19-4 ｼﾞﾒﾁﾙ-2,2-ｼﾞｸﾛﾛﾋﾞﾆﾙﾎｽﾌｪｲﾄ*  0.1 mg/m3 ○             

19-5 1,1-ジメチルヒドラジン*  0.01 ppm ○             

20 臭化メチル 1 1 ppm ○           ○  

21 重クロム酸とその塩*  0.05 mg/m3 ○             

22 水銀とその無機化合物 0.025 0.025 mg/m3 ○    ○         

22-2 スチレン* 20 20 ppm ○       ○      

22-3 1,1,2,2-テトラクロロエタン* 1 1 ppm ○ ○            

22-4 テトラクロロエチレン* 検討中 50 ppm ○       ○      

22-5 トリクロロエチレン* 25 10 ppm ○ ○      ○      

23 トリレンジイソシアネート 0.005 0.005 ppm ○           ○  

23-2 ニッケル（粉末状）*  0.1 mg/m3 ○           ○  

24 ニッケルカルボニル* 0.001 0.001 ppm ○        ○     

25 ニトログリコール 0.05 0.05 ppm ○  ○        ○   

26 パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン*  －  ○      ○       

27 パラ-ニトロクロロベンゼン  0.6 mg/m3 ○     ○        

27-2 ヒ素およびその化合物*  0.003 mg/m3 ○        ○   ○ ○ 

28 フッ化水素 3 0.5 ppm ○     ○      ○  

 29 ベータ-プロピオラクトン*  0.5 ppm ○        ○   ○  

30 ベンゼン*  1 ppm ○  ○ ○          

31 ペンタクロロフェノールとその Na 塩 0.5 0.5 mg/m3 ○    ○ ○     ○ ○  



 

種類 分類 番号 物質名 許容濃度 管理濃度 単位 
問診 
診療 

肝機能 赤血球 白血球 尿一般 尿ｳﾛﾋﾞﾘ 尿沈渣 尿代謝 
胸部 

X 線 
肺活量 血圧 皮膚 鼻腔 

特
定
化
学
物 

第
ニ
類 

31-2 ホルムアルデヒド* 0.1 0.1 ppm ○             

32 マゼンダ*  － ppm ○      ○       

33 マンガンおよびその化合物 0.2 0.2 mg/m3 ○             

33-2 メチルイソブチルケトン* 50 20 ppm ○             

34 沃化メチル  2 ppm ○           ○  

35 硫化水素 5 5 ppm ○             

36 硫酸ジメチル 0.1 0.1 ppm     ○ ○      ○  

* 特別管理物質 

 



 

３-２．爆発防止 

１）危険物の取扱い 

発火・爆発危険性をもった物質は、消防法で危険物に指定されている（可燃性ガスについては、高圧

ガス保安法の対象となっている）。これら発火・爆発危険性物質を安全に取り扱うためには、どのような

物質がどのような発火・爆発危険性を持っているかを知ることにより、適切な安全対策を講じて取り扱

うことが重要である。以下に危険物の性質および取扱い方法等を挙げる。 

 

酸化性固体（消防法第１類） 

性質 

酸化されやすい物質（可燃物、還元性物質、金属粉等）と混合して加熱すると、発火して激

しく燃焼する。 

具体的な危険性 

① 物質が不安定で、加熱、衝撃、摩擦で爆発する。 

② 酸化されやすい物質と混合すると、加熱、衝撃、摩擦で爆発する。 

③ 強酸を加えると爆発する。 

④ 水と激しく反応して発熱し、量が多いと爆発の恐れがある。 

⑤ 潮解性があり、木や紙にしみ込んだのちに乾燥すると、爆発することがある。 

取扱法 

① 火気や熱源から遠ざけ、密栓をして冷暗所に貯蔵し、衝撃を与えないようにする。 

② 酸化されやすい物質と混合したり、酸や水と接触させないようにする。 

③ 潮解性のあるものは密封し、防湿に留意する。 

消火法 

① 火災に対しては、一般に大量の水を注ぎ、冷却消火する。 

② アルカリ金属過酸化物には、水は不適なので、粉末消火器か砂を用いる。 

 



 

可燃性固体（消防法第２類） 

性質 

低温で引火しやすく、引火すると激しく燃焼する。 

具体的な危険性 

① 酸化剤と混合すると爆発のおそれがある。 

② 粉じんに引火すると爆発することがある。 

③ 強い衝撃によって発火する。 

④ 空気中の湿気で、また油布や切削くずと接触すると、自然発火する。 

⑥ 水と反応したり、燃焼したときに有毒ガスを発生する。 

取扱法 

① 火気や熱源から遠ざけ、冷暗所に貯蔵し、酸化性物質と接触しないようにする。 

② 硫化リンと金属粉は、特に水分との接触を避ける。 

消火法 

① 水と接触して発火し、または有毒ガスや可燃性ガスを発生させるものは砂または粉末消火器

がよい。 

② 上記以外（赤リン、硫黄など）は注水消火がよい。 

③ 少量の時は CO2 消火器もよい。 

 

自然発火性物質および禁水性物質（消防法第３類） 

性質 

空気にさらされると自然発火したり、水と接触すると発火して可燃性ガスを発生したりする。 

具体的な危険性 

① 空気に触れると自然発火する。 

② 水と激しく反応して発火し、時には爆発して飛散する。 

③ 酸化剤と混合すると、爆発のおそれがある。 

④ 水と反応して可燃性ガスを発生し、引火のおそれがある。 

⑤ 燃焼すると有毒ガスを発生する。 

取扱法 

① 自然発火性物質は空気に触れないように密封し、可燃物から離して保管する。特に、水や石

油の保護剤に浸漬したり、不活性ガスで封入したものは、外筒に入れて破損に注意する。 

② 禁水性物質は水分に触れないように密封し、床面より高い乾燥した冷暗所に保管する。これ

らのほとんどは自然発火性物質でもあるので、前項の注意も必要である。 

③ 溶剤で希釈したものは、溶剤の蒸発に注意する。 

消火法 

① 一般に、乾燥砂、金属専用の消火器を使用する。炭酸水素塩類の粉末消火器はよいが、

注水したり、水系の消火器の使用は厳禁である。 

 



 

引火性液体（消防法第４類） 

性質 

引火性のある液体で、引火性の強さによってさらに分類されている。 

具体的な危険性 

① 発火点が低く、爆発的に燃焼する。 

② 低沸点で爆発下限が低く、引火しやすく爆発のおそれがある。 

③ 光と空気に長時間触れると、過酸化物ができて爆発する。 

④ 熱または光で分解し、爆発をするおそれがある。 

⑤ 重合により発熱し、反応が暴走して爆発する。 

⑥ 布などにしみ込んだものは、自然発火することがある。 

⑦ 蒸気が有毒である。 

取扱法 

① 引火性の高いものは、なるべく小分けにして、通風の良い、火気（スイッチ、赤熱体、静電

火花など）から離れた所に保管し、特に容器からの蒸気の漏れがないように注意する。 

① 冷暗所保管が好ましい。 

消火法 

① 少量の引火には CO2 消火器、粉末消火器を使い、火災が拡大した時は、泡消火器、霧

状の強化液消火器を用いる。大量の注水では危険物が水上に浮いて火災範囲を広げる

おそれがあるので、十分配慮すること。 

 

自己反応性物質（消防法第５類） 

性質 

加熱、衝撃、摩擦、光などによって自己反応を起こし、発熱して爆発的に反応がすすむ。爆

発を目的とする火薬類（火薬、爆薬、化工品）は火薬類取締法で規制される。 

具体的な危険性 

① 加熱、衝撃、摩擦、光などによって爆発する。 

② 強酸との接触によって燃焼、爆発する。 

③ 有機物、ハロゲン、硫黄などとの混合により、燃焼、爆発する。 

④ 自然分解を起こして発火し、爆発することがある。 

⑤ 分解ガスが爆発を起こすことがある。 

⑥ 引火性が大きく、燃焼時には爆発することがある。 

取扱法 

① 火気より遠ざけ、通風のよい冷暗所に保管し、衝撃、摩擦を避ける。 

消火法 

① 一般に大量の注水がよい。泡消火器もよいが、燃焼時、火勢が衰えないときは爆発の

危険性があるので、退避の時期を誤らないことが大切である。 

 



 

酸化性液体（消防法第６類） 

性質 

単独では不燃性の液体であるが、可燃物、還元性物質、金属粉などと激しく反応する。 

具体的な危険性 

① 金属粉、アルコールなどの可燃物、アミンやヒドラジン類と混合すると発火、爆発すること

がある。 

② 水と激しく反応し、発熱、酸素などの発生を伴う。 

③ おが屑などの有機物と接触すると自然発火する。 

④ 熱や日光で分解する。 

⑤ フッ化臭素類は多くの物質と反応してフッ化物を生成する。 

取扱法 

① 耐酸性の容器に入れ、火気や直射日光をさけて保管し、可燃物や有機物、水との接触が起こ

らないようにする。 

消火法 

① 一般に大量の水を用いるが、液を飛散させないようにする。 

 

２）有機廃液と爆発防止 

京都大学に取り扱われている危険物は有機溶剤として使用される第 4 類の可燃性液体が圧倒的に多く、  

また使用後は有機廃液として貯留・処理されている。このような有機廃液は、焼却時だけでなく、それ

以前の貯留、移し換え、混合、ろ過、運搬などの操作の段階を含めて、その取扱いを誤ると、前項の溶

剤中毒とともに、火災や爆発などの不慮の事故を招く危険性がある。特に有機廃液の集荷などのように

通常の量に比べてはるかに大量の廃液類を取り扱わなければならない段階では、その危険性は著しく増

加し、いったん事故が起こると大きな災害をもたらすことにもなりかねない。これらの危険性を回避す

るためには、それぞれの有機化合物がもっている爆発･燃焼に対する反応性を理解し、同時に爆発や燃焼

にいたるために満たさなければならない条件について十分な知識をもっておくことが必要である。 

  爆発とは、きわめて大きな発熱速度をもった燃焼現象であって、通常はその発熱作用があまりに急激

なために熱的な破壊だけではなく、爆風による機械的な破壊をともなうものをいう。爆発はそれ自身の

特有の性質をもってはいるものの、一方では燃焼と同一の軸上に並べることができる現象であって、特

に爆発の防止対策のように爆発の開始を阻止するための手段を講じるのに必要な知識は、その基盤とな

る燃焼現象を十分理解することによって得られるものである。 

  ここで対象としている化学反応に基づく爆発、すなわち化学的爆発は、関与する物質の状態によって

気相爆発と凝縮相爆発とに分けることができる。後者は、水蒸気爆発にみられるように、主として液相

あるいは固相であった物質が短時間に気相に変わる際の体積膨張によるものであって、ここでは取り上

げない。気相爆発はさらに、ガス爆発、噴霧爆発、粉塵爆発などに分類されるが、有機廃液が関与する

爆発はガス爆発であると考えられるので、主としてガス爆発を見ていくことにする。有機廃液のように

液体燃料の爆発がガス爆発の範疇に入ることは奇異に思えるかも知れないが、液体燃料による爆発であ

っても実際に爆発あるいは燃焼が起こっている部分では、火炎の熱によって液体燃料が蒸発してガス状

になっているので、ガス爆発として取り扱う。 



 

３）燃焼の条件 

  可燃性物質が燃焼あるいは爆発するためにはいくつかの条件を満たさなければならない。逆にそれら

が満たされないように配慮すれば爆発や燃焼を阻止することができるという点から考えると、この条件

がどういうものなのかを熟知していることはきわめて重要なことであって、爆発防止対策とはいかにし

てそれらを満たさないようにするかという対策であるといえる。 

 ガス爆発のための条件を大きく分けると、(1)可燃性の混合気が生成していること、(2)着火源があること、

の二つになる。以下にそのそれぞれについて述べる。 

ａ）可燃限界 

  ロケット燃料などの例外を除けば、ほとんどすべての可燃性の物質は空気中の酸素との酸化反応によ

って燃焼するのであるから、少なくとも可燃性物質が燃焼にいたる前に空気と混合されていなければな

らない。さらに、可燃性物質が濃すぎても薄すぎても燃焼しないことを考えると、燃焼するために必要

な空気との混合割合には適当な範囲が存在していることが容易に想像できる。すなわち可燃性混合気に

は、可燃性物質の濃い側と薄い側にそれぞれ限界があって、可燃性物質の濃度がその二つの限界にはさ

まれた領域にある時にはじめて燃焼できるのである。この限界を可燃限界あるいは爆発限界と言い、濃

い側の限界を過濃可燃限界(あるいは爆発上限界)、薄い側の限界を希薄可燃限界(爆発下限界)という。 

  可燃限界は可燃物質の種類、可燃混合気の温度および圧力が与えられれば決まる定数であるが、燃焼

反応の速度、混合気の比熱や熱伝導度などの物性値に依存し、表 3.4 にいくつかの代表的な気体燃料の場

合について示したように、燃料によってかなり異なっていることが分かる。広い可燃領域をもっている

ということは、それだけ燃焼しやすく取扱いに注意を要するということである。特に酸化剤が空気では

なく純粋の酸素であると、可燃混合気中に余分に加熱しなければならない窒素が含まれなくなるので、

さらに可燃範囲が広くなる。表 3.5 には各種有機化合物と空気との混合気の爆発限界を、後述する引火点

および発火点とともにまとめた。実際の有機廃液処理においては、可燃性物質の蒸気が過濃限界を越え

て可燃領域に入るよりは、希薄限界を超える場合の方が多いと考えられるので、爆発防止という点から

考えると有機廃液を扱うときには希薄限界を超えないように周囲の空気の流通をよくするように心がけ

るべきである。また、有機廃液は気体状態ではいずれも密度が空気よりも大きいため、風通しが悪いと

その蒸気は床面近くに高い濃度でたまる可能性があることにも留意すべきである。 

  何種類かの可燃性物質が混合されて混合気を構成している場合の可燃限界 L は、各可燃性物質の爆発

限界を L1、L2、L3…、燃料中の割合を V1、V2、V3…とし、Le Chateilier の法則を適用すれば、 

 

 

 

と表される。ただし、この近似式は希薄限界に対してはよく成立するが、過濃限界には成立しないこと

がある。 
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表 3.4 各種燃料の可燃限界 

燃料 希薄可燃限界% 過濃可燃限界% 燃料 希薄可燃限界% 過濃可燃限界% 

水素 4.0 75 ブテン 1.6 10 

一酸化炭素 12.5 74 1,3-ブタジエン 2.0 12 

メタン 5.0 15 ベンゼン 1.3 7.9 

エタン 3.0 12.4 トルエン 1.2 7.1 

プロパン 2.1 9.5 キシレン 1.1 6.5 

ブタン 1.8 8.4 シクロヘキサン 1.3 7.8 

ヘキサン 1.2 7.4 アセトアルデヒ

ド 

4.0 36 

エチレン 2.7 36 アセトン 2.6 13 

アセチレン 2.5 81 アンモニア 15 28 

プロピレン 2.0 11    

 

表 3.5 危険物の性質 

 物質名 引火点 発火点 爆発限界[vol%] 

  [℃] [℃] 下限 上限 

アクリル酸エチル 16 273 1.8 
アクリル酸メチル -3  2.8 25 
アクリロニトリル -6 481 3.0 17 
亜硝酸エチル -35 90 3.0 50 
アセチルアセトン 41 340 1.7 
アセトアルデヒド -88 175 4.0 60 
アセトニトリル 5.6 524 3.0 16 
アセトン -18 465 2.6 13 
アニリン 70 615 1.2 8.3 
イソブチルアルコール 28 427 1.7 11 
イソブチルベンゼン <55 430 0.82 6.0 
イソプロピルエーテル -28 443 1.4 7.9 
イソペンタン -51 420 1.4 7.6 
エタノール 12 365 3.3 19 
エチルエーテル -45 160 1.9 36 
エチルベンゼン 15 430 1.0 6.7 
エチルメチルエーテル -37 190 2.2 10.1 
エチルメチルケトン -7 515 1.9 10 
エチルメルカプタン <27 300 2.8 18 
エチレングリコール 111 400 3.5 
塩化アセチル 4 390 5.0 
塩化ブチル 7 471 1.8 10 
塩化プロピル <-18 520 2.4 11.1 
塩化ベンジル 67 585 1.2 
塩化メチレン  615 13 22 
オクタン 19 220 0.95 4.66 
オレイン酸 189 360 



 

 物質名 引火点 発火点 爆発限界[vol%] 

  [℃] [℃] 下限 上限 

過酸化アセチル 45 63 
過酸化ベンゾイル  80 
ギ酸 69 520 18 57 
ギ酸エチル -20 455 2.3 16 
ギ酸ブチル 18 322 1.7 8.2 
ギ酸メチル -19 465 5.0 23 
o-キシレン 32 465 1.1 6.4 
m-キシレン 29 530 1.1 6.4 
p-キシレン 27 530 1.1 6.6 
キノリン 99 480 1.0 
クメン 44 425 0.88 6.5 
グリセリン 160 370 
o-クレゾール 81 555 1.3 
m-クレゾール 86 626 1.0 1.35 
p-クレゾール 86 555 1.0 1.4 
クロロベンゼン 21 640 1.4 7.1 
酢酸 40 465 5.4 16 
酢酸エチル -4.4 427 2.2 11 
酢酸ブチル 27 425 1.4 8.0 
酢酸プロピル 14 450 1.8 8.0 
酢酸メチル -9 502 3.2 16 
ジエチルアミン <-26 312 1.8 10 
1,3-ジオキサン  265 2.0 22 
1,4-ジオキサン 11 375 1.9 22.5 
シクロヘキサノール 68 300 1.2 
シクロヘキサノン 43 430 1.3 9.4 
シクロヘキサン -20 245 1.3 9.4 
1,1-ジクロロエチレン -10 440 5.6 13 
1,2-ジクロロエチレン 6 460 9.7 13 
1,2-ジクロロプロパン 16 557 3.1 14.5 
N,N-ジメチルホルムアミド 57 435 0.85 65 
臭化エチル <-20 510 6.7 11.3 
臭化ブチル 18 265 2.5 6.6 
スチレン 31 490 1.1 6.1 
デカリン 57 250 0.74 4.9 
デカン 46 210 0.75 5.6 
テトラヒドロフラン -14 321 2.0 12 
テトラリン 71 385 0.84 5.0 
ドデカン 74 205 0.6 
トリエチルアミン <-7  1.2 8.0 
トリクロロエチレン 30 420 12 40 
トルエン 4.4 480 1.2 7.1 
ナフタレン 79 526 0.88 5.9 
ニトログリセリン 爆発 270 
二硫化炭素 -30 90 1.3 50 
ネオペンタン <-7 450 1.4 7.5 



 

 物質名 引火点 発火点 爆発限界[vol%] 

  [℃] [℃] 下限 上限 

ノルマルヘキサン -26 225 1.2 7.4 
パラホルムアルデヒド 70 300 
ピクリン酸 爆発 <300 
ヒドラジン 38 270 4.7 100 
ヒドロキシルアミン 129(爆発) 
ビフェニル 110 540 0.70 5.8 
ピリジン 20 482 1.8 12 
フェニルエーテル 96 620 0.8 15 
フェノール 79 605 1.5 3.2 
1-ブタノール 29 365 1.7 12 
t-ブチルアミン <20 380 1.7 8.9 
t-ブチルアルコール 11 480 1.9 9.0 
フラン <-20 
フルフラール 60 315 2.1 19.3 
フルフリルアルコール 72 390 1.6 16 
1-プロパノール 25 440 2.2 14 
2-プロパノール 12 399 2.2 12.7 
プロピオンアルデヒド -9.7 207 2.9 17 
プロピオン酸エチル 12.2 440 1.8 11 
プロピオン酸メチル -2.2 468.9 2.4 13 
プロピルベンゼン 39 450 0.8 6.0 
ヘキサデカン 126 205 0.43 
1-ヘキサノール 60 293 1.2 
ヘプタン -4 215 1.05 6.7 
ベンジルアルコール 101 435 
ベンズアルデヒド 64 190 1.4 
ベンゼン -11 560 1.3 7.9 
1-ペンタノール 38 300 1.4 10 
ペンタン -48 260 1.4 8.0 
ホルムアルデヒド ガス 430 7.0 73 
無水酢酸 47 390 2.7 10 
メタノール 12 385 6.7 3.6 
メチルクロロホルム  500 
メチルシクロヘキサン -4 250 1.1 6.7 
メチルヒドラジン <27  4 
3-メチルピリジン 40 500 1.4 
2-メチルペンタン  300 1.2 7.0 
硫酸ジエチル 104 436 
硫酸ジメチル 83 188 

 

ｂ）燃焼速度 

  燃料と空気との混合気を、燃焼するかしないかという点だけからみれば可燃限界によって不連続的に

分類してしまえるが、たとえ可燃領域にある混合気であってもすべてを同じに扱うわけにはいかず、可

燃混合気の"燃焼しやすさ"という新たな尺度を考慮しなければならない。すなわち、可燃限界上にある混

合気はこの燃焼しやすさが 0 になったと考えるわけである。この燃焼しやすさを表す一つの尺度が燃焼



 

速度と呼ばれるものである。 

  燃焼速度は、火炎がまだ燃えていない部分に向かって燃え進んでいく速度であると定義されており、

燃料の種類と混合気中の燃料の濃度とが与えられると一義的に決まる。実際に燃焼速度に直接影響を与

えている要因はきわめて複雑であるが、その主なものとして、火炎中における化学反応の起こりやすさ

とエンタルピーや活性化学種の移動のしやすさを挙げることができる。化学反応の起こりやすさは一般

的に連鎖反応の起こりやすさと考えることができ、火炎中では連鎖反応によって活性なラジカル原子･分

子がどんどん増殖され、反応速度が指数関数的に大きくなっていく。 

  図 3.1 に各種混合気の燃焼速度を、理論空気量(または理論酸素量)に対する混合気中の空気量の割合、

すなわち空気過剰率(または空気比)の関数として示した。理論空気量とは完全燃焼する場合の空気量であ

り、空気過剰率が 1(100%)より大きいと空気が余り、小さいと空気が不足する状態となる。前者を希薄、

後者を過濃、1 となる場合を量論条件と呼ぶ。空気過剰率の逆数は当量比と呼ばれ、同様に混合気中の可

燃物質の比率を表す尺度であるが、空気過剰率とは違ってその値が大きくなるにつれて可燃物質の量が

増加するので注意を要する。 

  空気過剰率と燃焼速度との関係をみると、この比が 1 よりやや小さくなった条件で燃焼速度が 大に

なっている。これらの燃料と有機廃液とではその化学的な性質がかなり異なるが、定性的にはすべての

可燃性物質は同様の傾向をもっている。いずれにしても可燃性物質に十分な空気が混じり、量論条件に

近づいてしまうことは厳に避けなければならない。 

４）液体の燃焼 

  上に述べたように、一般に可燃性物質が爆発あるいは燃焼するためには、あらかじめ空気と混じり合

っていなければならない。ところが可燃性物質が液体として存在している場合では、通常はその表面で

液体状態のまま燃焼するのではなく、いったん蒸発して気相になって燃焼する。特にここで問題となっ

ている有機廃液処理の過程では、そのように想定していても十分である。したがってこれらの場合には

空気との混合に先だってさらに液体の蒸発という過程がなければならず、気体の場合と異なってその燃

焼過程は必然的に複雑になる。 

ａ） 引火 

  可燃性液体が蒸発しながら燃焼する場合には、蒸発に要するエネルギーは、いったん火炎が生じてし

まうと、高温の火炎から放射によって供給される。この場合の可燃性液体の表面付近の様子を模式的に

示すと図 3.2 のようになる。この図によれば、可燃性液体の蒸発しやすさの程度によって二つの典型的な

場合が生じる。可燃性液体が蒸発しにくい場合には、火炎の前面では熱の供給が不十分なためほとんど

蒸発せずに、火炎が到達してはじめて本格的に蒸発する。この場合には空気との混合過程が燃焼全体を

支配することになり、火炎が進んでいく速度も比較的小さくなる。一方、可燃性液体が蒸発しやすいと、

火炎がやってくる前からわずかな温度上昇で蒸発を始め、火炎が到達した時には可燃性液体の蒸気はす

でに周囲の空気と十分混合されていて、可燃性気体による通常のガス爆発と同じように非常に燃焼しや

すい状態になっている。 

  すなわち、有機廃液のように可燃性液体である場合には、蒸発しやすさがその燃焼の形態を支配して

いると考えることができる。可燃性液体の蒸発しやすさの指標として、引火点がある。引火点は、これ

以上の温度になればその可燃性液体から蒸気が発生して空気と混じり、可燃領域の組成をもつ混合気が

生じる可能性が生じ、図 3.3 に示すように沸点とほぼ線形の関係がある。とくに、アセトアルデヒドやエ



 

チルエーテルのような引火点が低い場合には、火炎がなくても室温以下の温度で蒸発して可燃性混合気

が形成されるため、その取扱いには特に十分な注意をはらう必要がある。 

ｂ)  発火・着火 

  引火点以上の温度で可燃性液体の蒸気が発生して可燃性の混合気が形成されても、厳密にいえばその

混合気の温度が十分低い場合には、火炎や電気スパークなどの着火源がないと自ら燃え出すことはない。

しかし混合気の温度が上がってくるといつか発火するようになる。その温度を発火点と呼ぶ。表 3.2 から

も分かるように、それぞれの可燃性液体についてその引火点と発火点との間には明確な関連性は見いだ

せず、発火点はその物質がもつ燃焼を継続させ得る能力、すなわち、化学的な反応性と関係している。 

  可燃性混合気は外部から熱エネルギーではなく、電気スパークなどのほかのタイプのエネルギーが加

えられても、着火して燃焼し始める。この場合には、可燃性混合気がガスライターに見られる数 mJ 程度

以下のエネルギーで十分着火するのに対して同じエネルギーで紙や木は着火しないことでも分かるよう

に着火に必要なエネルギー量は燃料によってまったく違う。これは物質によって燃焼の機構が異なるた

めである。しかし同じ可燃性物質からなる種々の濃度の混合気に同じ方法でエネルギーを与えて着火の

しやすさを比較すると、図 3.4 に一例を示すように、混合気の当量比が量論比に近づくにしたがって着火

のために必要なエネルギーの量は減少してくる。すなわち可燃混合気の中で燃焼速度が大きくて燃焼し

やすい条件をもつものは、また同時に着火しやすく、これらの条件を満たす可燃混合気を作らないこと

が爆発事故を防止する も重要な点である。 

５）消火 

  それらの注意にもかかわらず不幸にして火災に至った場合には、消火をすると同時に延焼を防ぐ努力

をしなければならない。消火をし、延焼を防ぐには燃焼が継続するための条件を断ち、新たな着火が起

こらないようにすればよい。 

  燃焼が継続しないようにするためには、燃料、酸素および熱のいずれかを取り除けばよいことが容易

にわかるが、そのほかにも燃焼反応を構成している連鎖反応が起こりにくくするために、水素火災にお

ける水素原子のような連鎖反応を維持している化学種、すなわち連鎖担体を除いてやってもよい。消火

剤はこれらの要素のどれか、あるいはいくつかを除くためのものである。ただし、燃えているものによ

って用いてはならない消火剤があり得るので、あらかじめこの点に十分注意しておく必要がある。 逆に

燃料を空気と混合しなければ燃焼を防止することができる。 

 



 

 

図 3.1 各種混合気の層流燃焼速度 

 

 

図 3.2 可燃性液体の表面付近の様子 
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図 3.3 液体燃料の引火点と沸点との関係 

 

 

 

図 3.4 最小発火エネルギー 



 

３-３．混合危険性 

 混合危険とは、２種類以上の化学物質が混合することにより、元の状態に比べてより危険な状態にな

ることをいう。混合危険には、混合により有害性や腐食性の物質を発生する場合と発火・爆発の危険性

が増す場合がある。これらの混合危険に対しては、薬品の取扱い時はもちろんのこと、貯蔵場所につい

ても転倒防止および地震等で万が一漏出した際にも接触しない対策を立てておく必要がある。また、廃

液の貯留においても誤って混合しないようにしておかなくてはならない。 

１）有毒ガスに対する混合危険 

 有毒ガスを発生する薬品の組み合わせを表 3.6 に示す。酸や還元剤等の反応性の高い薬品（副剤）と有

毒ガスの原料となる主剤との反応である。 

 

表 3.6 有毒ガスを発生する混合危険 

主剤 副剤 発生ガス 

亜硝酸塩 酸 亜硝酸ガス 

アジド 酸 アジ化水素 

シアン化物 酸 シアン化水素 

次亜塩素酸塩 酸 塩素化次亜塩素酸 

硝酸 銅など金属 亜硝酸ガス 

硝酸塩 硫酸 亜硝酸ガス 

セレン化物 還元剤 セレン化水素 

テルル化物 還元剤 テルル化水素 

ヒ素化物 還元剤 ヒ化水素 

硫化物 酸 硫化水素 

リン 水酸化カリウム 
還元剤 

リン化水素 

 



 

２）発火・爆発に対する混合危険 

 発火・爆発に対する混合危険は、次の二つの場合に分けて考えることができる。 

ａ）発熱・発火 

混合によりただちに発火・発熱する例としては、過酸化ナトリウム、無水クロム酸、過マンガン酸カ

リウム、さらし粉などの酸化性物質と可燃性物質との混触や亜塩素酸カリウム、塩素酸カリウム、臭素

酸カリウムなどのオキソハロゲン酸塩と濃硫酸などの強酸との混触が知られている。 

 

表 3.7 酸化性物質－エチレングリコール組成物の混合試験 

（化学薬品の混触危険ハンドブックより抜粋） 

酸化性物質 室温 100 ℃ 室温，強酸 

 硝酸アンモニウム － 発熱 － 

硝酸ナトリウム － － － 

硝酸カリウム － － － 

硝酸銅（II） － 発熱 － 

硝酸鉛 － 発熱 － 

亜硝酸ナトリウム － 発熱 発煙 

 さらし粉（有効塩素 30 wt%） 発熱 発熱 発火 

亜塩素酸ナトリウム － 発火 発火 

塩素酸ナトリウム － － 発火 

塩素酸銀 － 発火 発火 

過塩素酸ナトリウム － － － 

過塩素酸カリウム － － 発煙 

過塩素酸マグネシウム － － － 

臭素酸ナトリウム － 発熱 発煙 

臭素酸カリウム － － 発煙 

ヨウ素酸ナトリウム － 発熱 発煙 

ヨウ素酸カリウム － － － 

 クロム酸ナトリウム － 発熱 発煙 

クロム酸カリウム － 発熱 発煙 

重クロム酸ナトリウム － 発熱 発煙 

重クロム酸カリウム － 発熱 発煙 

過マンガン酸カリウム 発火   

過酸化水素水（30 wt%） － 発熱 － 

過酸化ナトリウム 発火   

過酸化バリウム － 発熱 発火 

無水クロム酸 発火   

過硫酸カリウム － 発熱 － 

 



 

米国 NFPA の混触危険事例を基にして作成した混触危険物質の組み合わせを下表に示す。 

表 3.8 混合による発火・爆発危険性（化学薬品の混触危険ハンドブック） 

1．酸化性物質と可燃性物質 

 1) 酸化性物質  

  a) オキソハロゲン酸塩 過塩素酸塩，塩素酸塩，臭素酸塩，ヨウ素酸塩，亜塩素酸塩，次
亜塩素酸塩等 

  b) 金属過酸化物，過酸化水素 過酸化カリウム，過酸化カルシウム等 

  c) 過マンガン酸塩 過マンガン酸カリウム等 

  d) 二クロム酸塩 二クロム酸カリウム等 

  e) 硝酸塩類 硝酸カリウム，硝酸ナトリウム，硝酸アンモニウム等 

  f) 硝酸，発煙硝酸  

  g) 硫酸，発煙硫酸，三酸化硫黄，
クロロ硫酸 

 

  h) 酸化クロム（III）  

  i) 過塩素酸  

  j) ペルオキソ二硫酸  

  k) 塩素酸化物 二酸化塩素，一酸化塩素 

  l) 二酸化窒素（四酸化二窒素）  

  m) ハロゲン フッ素，塩素，臭素，ヨウ素，三フッ化塩素，三フッ化臭素，三
フッ化ヨウ素，五フッ化塩素，五フッ化臭素，五フッ化ヨウ素 

  n) ハロゲン化窒素 三フッ化窒素，三塩化窒素，三臭化窒素，三ヨウ化窒素 

 2) 可燃性物質  

  a) 非金属単体 リン，硫黄、活性炭等 

  b) 金属 マグネシウム，亜鉛，アルミニウム等 

  c) 硫化リン 硫化リン，硫化アンチモン，硫化水素，二硫化炭素等 

  d) 水素化物 シラン，ホスフィン，ジボラン，アルシン等 

  e) 炭化物 炭化カルシウム等 

  f) 有機物 炭化水素，アルコール，ケトン，有機酸，アミン等 

  g) その他 金属アミド，シアン化物，ヒドロキシルアミン等 

2．過酸化水素と金属酸化物 二酸化マンガン，酸化水銀等 

3．過硫酸と二酸化マンガン  

4．ハロゲンとアジド ハロゲン：フッ素，塩素，臭素，ヨウ素等 
アジド：アジ化ナトリウム，アジ化銀等 

5．ハロゲンとアミン ハロゲン：フッ素，塩素，臭素，ヨウ素，三フッ化塩素，三フッ
化臭素，三フッ化ヨウ素，五フッ化塩素，五フッ化臭
素，五フッ化ヨウ素等 

アミン：アンモニア，ヒドラジン，ヒドロキシルアミン等 

6．アンモニアと金属 水銀，金，銀化合物等 

7．アジ化ナトリウムと金属 銅，亜鉛，鉛，銀等 

8．有機ハロゲン化物と金属 アルカリ金属，マグネシウム，バリウム，アルミニウム等 

9．アセチレンと金属 水銀，銀，銅，コバルト等 

10．強酸との混合により発火・爆発する物質 

 1) オキソハロゲン酸塩 過塩素酸塩，塩素酸塩，臭素酸塩，ヨウ素酸塩，亜塩素酸塩，次
亜塩素酸塩等 

 2) 過マンガン酸塩 過マンガン酸カリウム等 

 3) 有機過酸化物 過酸化ベンゾイル等 

 4) ニトロソアミン ジニトロソペンタメチレンテトラミン（DPT）等 
  



 

ｂ） 発火・爆発危険性混合物の生成 

 ① 熱に対して鋭敏な混合物 

亜塩素酸ナトリウム、ヨウ素酸、クロム酸銀、重クロム酸アンモニウム等の酸化性物質と可燃性物

質との混合物 

 ② 火炎に対して鋭敏な混合物 

オキソハロゲン酸塩類と可燃性物質、塩化組成物 

 ③ 打撃・摩擦に対して鋭敏な混合物 

オキソハロゲン酸塩類と可燃性物質 

 ④ 衝撃に対して鋭敏な混合物 

オキソハロゲン酸塩類と可燃性物質 

空気や水との接触により発熱・発火する自然発火性物質や禁水性物質なども広い意味での混合危険性

を持った物質である。これらの物質は、消防法危険物第 3 類に指定されている。 

 



 

４．廃棄物の有害特性と適正処理 

 

４-１．有害特性の分類 

 実験廃棄物は、発火・爆発危険性、健康に対する危険性、環境に対する危険性などの潜在危険性を有

するものも少なくなく、通常の化学物質と同等の管理をする必要がある。そのためには、それぞれが有

する潜在危険性を十分に把握し、それぞれの危険性に応じた対策・管理をしなければならない。このた

めに、化学物質を潜在危険性の種類別に分類することは非常に役立つ。ここでは、危険性物質の輸送の

際の規則に準じるものとして、国際社会でほぼ標準化されている国連危険物分類を中心に説明する。 

 国連危険物輸送専門家小委員会では、国際間の危険物輸送の安全化の観点から、国際的に整合性のあ

る危険性物質の分類と輸送基準を、危険物輸送のための国連勧告（通称オレンジブック）に規定してい

る。以下に、危険物の性質に応じて分類された９つのクラスを示す。 

クラス１：爆発性物質／Explosives 

 爆発性物質（ただし、それ自身には爆発性はなく、ガス、蒸気、粉塵状の爆発性雰囲気を形成す

るものは除く）をさす。爆発性物質は、液体または固体物質あるいは混合物で、それ自身の化学反

応により、周囲に損傷を与えるほどの温度、圧力等を持つガスを生成するものである。ただし、ガ

ス発生を伴わなくても、自己持続型発熱化学反応によって熱、光、ガス、煙等の効果を発現するた

めに設計された物質（火工物質）も爆発性物質に含まれる。クラス１には、その危険性に応じて以

下の６つの危険区分による細分類がある。 

区分 1.1 大量爆発危険性を有する物質および物品 

区分 1.2 大量爆発危険性はないが、飛散危険性をもつ物質および物品 

区分 1.3 大量爆発危険性はないが、火災危険性および軽微な爆風危険性あるいは軽微な飛散危

険性のどちらかまたは両方を有する物質および物品 

区分 1.4 とくに重大な危険性を示さない物質および物品 

区分 1.5 大量爆発危険性は有するが、非常に鈍感な物質 

区分 1.6 大量爆発危険性を有さず、非常に鈍感な物品 

 さらにクラス１では、爆発性の物質の種類に応じた 13 種（A～S）の隔離区分も設定されている。 

クラス２：ガス／Gasses 

 ガスの定義は、50℃における蒸気圧が 300 kPa を超える、あるいは 20℃、標準圧力 101.3 kPa にお

いて完全にガス状態である物質である。ただし、輸送形態として、圧縮ガス、液化ガス、深冷液化

ガス、溶解ガスを対象としている。クラス２には、その危険性に応じて以下の３つの危険区分によ

る細分類がある。 

区分 2.1 可燃性ガス：20℃、標準圧力 101.3 kPa において、空気中での爆発下限界が 13 vol%以

下、あるいは空気中での爆発範囲が 12vol%以上のもの 

区分 2.2 非引火性・非毒性ガス：20℃において 280 kPa 以上の圧力あるいは深冷液化状態で輸

送されるガスであって、通常大気中で酸素を希釈するか置換する窒息性ガス、酸素な

どを供給して通常の空気以上に可燃物の燃焼性を助長する酸化性ガス、あるいは他の

区分に属さないガス 



 

区分 2.3 毒性ガス：人体に対し、健康に害を及ぼすような毒性あるいは腐食性をもつことが知

られているガス、あるいは LC50（50%致死濃度）の値が 5000 mL m–3 (ppm)以下で、

人体に有害であると考えられるガス 

クラス３：引火性液体／Flammable liquids 

 引火性液体は、液体、混合液体、溶液中に固体を含む液体、懸濁液（ペンキ等）であって、密閉

式引火点測定器で引火点が 60.5℃以下、または開放式引火点測定器で引火点が 65.6℃以下のもの。

ただし、引火点が 35℃を超える液体で、燃焼持続性のないものを除く。 

クラス４：可燃性固体、自然発火性物質、水との接触で可燃性ガスを発生する物質／Flammable solids, 

Substances liable to spontaneous combustion, Substances which, on contact with water, emit flammable gases 

 可燃性固体、自発的に発火する物質、およびアルカリ金属のように水と反応して可燃性ガスを発

生する物質であるが、これらがそのまま３つの危険区分による細分類（区分 4.1 – 区分 4.3）になっ

ている。 

クラス５：酸化性物質、有機過酸化物／Oxidizing substances, Organic peroxides 

 酸化性物質と有機過酸化物であるが、これらがそのまま２つの危険区分による細分類（区分 5.1、

区分 5.2）になっている。 

クラス６：毒性物質、感染性物質／Toxic substances, Infectious substances 

 毒性物質と感染性物質であるが、これらがそのまま２つの危険区分による細分類（区分 6.1、区分

6.2）になっている。 

クラス７：放射性物質／Radioactive materials 

 放射性物質は、放射活性濃度と総放射活性がある定められた値を超える核種を含む物質である。 

クラス８：腐食性物質／Corrosives 

 腐食性物質は、生体組織への接触に際し、化学作用によってその組織に重大な損傷を与える、あ

るいは漏えいに際して、他の物質や輸送機器を傷めたり、破壊したりする物質である。 

クラス９：その他の危険性物質／Miscellaneous dangerous substances 

 クラス１から８に含まれない危険性を有する物質または物品である。このクラスには、液体状に

あっては 100℃以上、固体状にあっては 240℃以上の温度で輸送される物質が含まれている。 

 国連の危険物輸送に関する勧告は、文字通り勧告であり、法的な拘束力はないが、国際間の危険物輸

送に関する事実上の標準となっており、これに従わずに危険物の国際間輸送を行うことは事実上不可能

に近い。対象危険物質がどこに分類されるかは、既存物質については既に分類が確定しているものも多

いが、分類が確定していない物質および新規物質については、試験により分類を確定させることができ

る。分類のための評価方法および基準については、オレンジブックの「試験と判定」に記されている。 

 上記の国連勧告以外の国際的な取決めとしては、バーゼル条約や残留性有機汚染物質（POPs）条約等

が挙げられる。バーゼル条約は、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル

条約」が正式な名称であり、1980 年代に有害な廃棄物が発展途上国に不適正に輸出され、環境問題を引

き起こしたことで制定された。この条約では、有害廃棄物の輸出について許可制、事前審査制を導入、

不適正な輸出入が行われた場合は政府に引き取りの義務づけなどを設けている。POPs 条約では、PCB や

ダイオキシン等の環境中では分解されずに残留してしまう有機汚染物質が対象となっており、それらの

使用制限や適正な管理と処理等が決められている。国内の法律では、国連勧告ほど広範な有害危険性を



 

有する物質を対象としたものはなく、消防法や高圧ガス保安法、毒物および劇物取締法等、様々な法律

に分かれている。なお、「危険物」といった場合、消防法で定義されている危険物（火災、爆発の危険を

有する物質）を指すことも多いので、用語の定義にも注意が必要である。 

 

表 4.1 有害特性の分類と消防法等、国連勧告、バーゼル条約による分類のおよその対応 

国連勧告 クラス 
1 
 

爆発性 
物質 

クラス 
2 
 

ガス 

クラス 
3 
 

引火性 
液体 

クラス 
4.1 

 
可燃性 
固体 

クラス 
4.2 

 
自然 
発火性 
物質 

クラス 
4.3 

 
水との接

触で可燃

性ガスを

発生する

物質 

クラス 
5.1 

 
酸化性 
物質 

クラス 
5.2 

 
有機過 
酸化物 

クラス 
6.1 

 
毒性 
物質 

クラス 
6.2 

 
感染性 
物質 

クラス 
8 
 

腐食性 
物質 

クラス 
9 
 

毒性ガス 
を発生 

クラス 
9 
 

毒性 
(遅発性, 
慢性) 

クラ

ス 
9 
 

生態 
毒性 

分類 

バーゼル条約 H  1 なし H  3 H  4.1 H  4.2 H  4.3 H  5.1 H  5.2 H  6.1 H  6.2 H  8 H  10 H  11 H  12  

 
 

消 

防 

法 

第１類 
酸化性固体 

      ○        反応性 

第２類 
可燃性固体 

   ○           引火性 

第３類 
自然発火性 
禁水性物質 

    ○ ○         反応性 

第４類 
引火性液体 

  ○            引火性 

第５類 
自己反応性 ○   ○    ○       爆発性 

第６類 
酸化性液体 

      ○        反応性 

火薬取締法 ○              爆発性 

高圧ガス保安法  ○             爆発性 

毒劇法         ○  ○    毒 性 

分 類 爆発性 爆発性 引火性 
爆発性 
引火性 

反応性 反応性 反応性 爆発性 毒性 感染性 腐食性 反応性 毒性 毒性  



 

４-２．廃棄物の適正処理 

１）排出者責任と原点処理 

 教育研究機関である大学では、数多くの構成員から多量の実験系廃棄物が発生している。法律上、大

学は事業場に相当するので、これらの廃棄物に対しても一般家庭とは異なる数多くの規制がかけられて

いる。これらの法的規制を遵守することは当然であるが、環境負荷等も考慮して規制以上の対応が求め

られている。そのためには、発生源（研究室）における適切な対応が必要不可欠である。研究室内での

化学物質の取り扱いに関しては、実験時は自分たちの身の安全に直接関係しているだけでなく、信頼で

きる実験とするためにも、慎重な対応ができるものであるが、廃棄物となると、実験も既に終了したと

いう安心感を持ってしまい、適切な対応を忘れてしまうことがある。さらに、外部の業者に処理を委託

する場合になると、廃棄物が自分の手元を離れた段階で、もはや自分たちの問題ではないと考えがちで

ある。しかしながら、これまでに、産業廃棄物の不法投棄が社会問題となったこともあり、廃棄物処理

法では「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければな

らない。」と定めている（p55 参照）。 

科学技術の急速な深化と多様化に対応し、研究で使用される化学物質は量だけでなく種類も著しく増

加しており、それに伴って発生する廃棄物も複雑多種な化学物質の混合物となる傾向が強くなってきて

いる。このような廃棄物の適切に処理するためには、既存の一般的な処理方法では対応できないケース

もあり、適切な分別や処理などを通じて廃棄物の発生段階からその適正処理のための対策に積極的に参

画することが不可欠になってきている。さらに、外部に処理を委託する場合、適切な処理のために、適

切な業者を選定し、業者に廃棄物の性状を正しく伝える義務がある。このような考え方は、廃棄物の「排

出者責任」として表現されており、各個人がそれぞれのレベルでの「排出者責任」を果たすことが、廃

棄物対策の重要かつ基本原理である。 

 廃棄物対策におけるもう一つの基本原則として、「原点処理」があげられる。「原点処理」の原則とは、

廃棄物はその発生源において処理されることがもっとも望ましいという考え方である。一般に、内容物

の数が増すほど処理にかかる手間は飛躍的に増大する。簡単な処理で済む廃液 100 L と複雑な処理が必要

な廃液 10 L を混合すると、複雑な処理が必要な廃液が 110 L 発生することになる。また、廃液同士の混

合による発熱の危険性や、容器内での化学反応による変性などの可能性も高まる。さらに、廃棄物の処

理には、廃棄物の内容に合った取扱いと処理技術が必須であるが、廃棄物の内容を も熟知しているの

が排出者である。その意味では、できるだけ発生源に近い段階で、排出者自身による有害化学物質の無

害化を行うことが、廃棄物のリスク対策として も理想的である。 

 この原則を大学に当てはめると、実験の結果として発生する廃棄物については、その内容を もよく

知っている実験者自身が、無害化のための対策を施すことが理想であることを意味する。ただし、実際

には、無害化の処理設備や中途半端な処理ではかえって危険な場合もあるので、トータルな環境安全の

リスクを考えると、専門的な知識と経験を有する専門の処理業者に処理を委託する方が好ましいことも

多い。その場合でも、廃棄物の内容をもっともよく知る排出者が、処理方法や処理されるまでの安全性、

効率を十分考慮した上で、発生源において適切な分別を行うことが必要である。これは、広義での原点

処理とも言える。 



 

２）廃棄物の分別ルール 

 大学から発生する実験系廃棄物は、その多くが産業廃棄物に分類され、法律（廃棄物処理法）で定め

られた種類に分別しなければならない。さらに先に述べたように、処理方法を考慮した分別も必要にな

ってくる。下図に大学における廃棄物の種類を廃棄物処理法と関連づけて示す。 

廃棄物

事業系一般廃棄物
（汚紙、生ごみなど）

リサイクル
（空き缶、空き瓶など）

粗大ごみ
（木製の家具など）

廃油、廃酸、廃アルカリ、汚泥
（廃液、不用薬品など）

廃プラスチック、ガラスくず、ガ
ラスくず、金属くず、燃え殻など

事業活動に伴って生じた廃棄物
のうち、法令で定められた20種類

特別管理産業廃棄物

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他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もの
（引火性有機溶剤、水銀やカドミウムなどの有害物質を含むものなど）

し尿、生活雑排水

一般廃棄物

産業廃棄物

放射性廃棄物

大学における廃棄物の種類（ 内が廃棄物処理法の適用を受ける範囲）

 

図 4.1 大学における廃棄物の種類 

 

産業廃棄物は、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、次ページに掲げるものを指す。一般廃棄

物は、産業廃棄物でない廃棄物（ただし放射性廃棄物を除く）と定義されている。法律では、産業廃棄

物は、事業者自らが処理するか、地方自治体より産業廃棄物を処理できる許可を受けた産業廃棄物処理

事業者へ処理を委託しなければならない。処理を委託する場合は、後述（5 章）するようにマニフェスト

を交付し、適正な処理がされたことを確認しなければならない。実験廃棄物のうち、廃液や不用薬品は

すべて産業廃棄物に分類される。また、廃プラスチックも産業廃棄物になるが、事業系一般廃棄物に混

入されやすいので、注意を要する。産業廃棄物のうち、引火性が高いなどの爆発性、廃酸、廃アルカリ

などの危険有害性、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ものを特別管理

産業廃棄物といい、さらに、廃ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニル汚染物、廃石綿、ばい塵など

は特定有害産業廃棄物という。また、平成 28 年 4 月 1 日に、廃水銀等が特定有害産業廃棄物に追加され

た。 



 

 

表 4.2 産業廃棄物の種類と例 

 



 

表 4.3 特別管理産業廃棄物の種類と判定基準 
主 な 分 類 概           要 

廃油 揮発油類、灯油類、軽油類（難燃性のタールピッチ類等を除く） 
廃酸 著しい腐食性を有するｐＨ2.0 以下の廃酸 
廃アルカリ 著しい腐食性を有するｐＨ12.5 以上の廃アルカリ 
感染性産業廃棄物＊ 医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるも

の 
特

定

有

害

産

業

廃

棄

物 

廃ＰＣＢ等 廃ＰＣＢ及びＰＣＢを含む廃油 

ＰＣＢ汚染物 PCB が染みこんだ汚泥、PCB が塗布され、又は染みこんだ紙くず、PCB が染みこんだ木くず若しくは繊維くず、

PCB が付着し、又は封入されたプラスチック類若しくは金属くず、PCB が付着した陶磁器くず若しくはがれき

類 
ＰＣＢ処理物 廃 PCB 等又は PCB 汚染物を処分するために処理したもので PCB を含むもの★ 
廃水銀等 ①特定の施設において生じた廃水銀等 

②水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収し

た廃水銀 
指定下水汚泥 下水道法施行令第 13 条の 4 の規定により指定された汚泥★ 
鉱さい 重金属等を一定濃度を超えて含むもの★ 
廃石綿等 石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたも

ので飛散するおそれのあるもの 
燃え殻＊ 重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの★ 
ばいじん＊ 重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの★ 
廃油＊ 有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの★ 
汚泥、廃酸又は

廃アルカリ＊ 
重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの★ 

（参照：廃棄物処理法施行令第１条、第２条の４） 
（備考） 
1. これらの廃棄物を処分するために処理したものも特別管理廃棄物の対象 
2. ＊印：排出元の施設限定あり 
3. ★印：廃棄物処理法施行規則及び金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令（判定基準省令）に定める基準参照 

 
      廃棄物の種類 
 
 有害物質の 
 種類(単位:mg/L) 

燃え殻・ばいじん・鉱さい 廃油（廃溶剤に限る） 汚泥・廃酸・廃アルカリ 
燃え殻・ばい

じん・鉱さい 
処理物（廃

酸・廃アル

カリ） 

処理物（廃

酸・廃アル

カリ以外） 

処理物（廃

酸・廃アル

カリ） 

処理物（廃

酸・廃アル

カリ以外） 

汚泥 廃酸・廃ア

ルカリ 
処理物（廃

酸・廃アル

カリ） 

処理物（廃

酸・廃アル

カリ以外） 

アルキル水銀 不検出 不検出 不検出   不検出 不検出 不検出 不検出 
水銀 0.005 0.05 0.005   0.005 0.05 0.05 0.005 
カドミウム 0.3 1 0.3   0.3 1 1 0.3 
鉛 0.3 1 0.3   0.3 1 1 0.3 
有機燐      1 1 1 1 
六価クロム 1.5 5 1.5   1.5 5 5 1.5 
砒素 0.3 1 0.3   0.3 1 1 0.3 
シアン      1 1 1 1 
PCB     （廃油：0.5mg/kg） 0.003 0.03 0.03 0.003 
トリクロロエチレン    3 0.3 0.3 3 3 0.3 
テトラクロロエチレン    1 0.1 0.1 1 1 0.1 
ジクロロメタン    2 0.2 0.2 2 2 0.2 
四塩化炭素    0.2 0.02 0.02 0.2 0.2 0.02 
1,2-ジクロロエタン    0.4 0.04 0.04 0.4 0.4 0.04 
1,1-ジクロロエチレン    10 1 1 10 10 1 
シスｰ 1,2 ジクロロエチレン    4 0.4 0.4 4 4 0.4 
1,1,1-トリクロロエタン    30 3 3 30 30 3 
1,1,2-トリクロロエタン    0.6 0.06 0.06 0.6 0.6 0.06 
1,3-ジクロロプロペン    0.2 0.02 0.02 0.2 0.2 0.02 
チラウム      0.06 0.6 0.6 0.06 
シマジン      0.03 0.3 0.3 0.03 
チオベンカルブ      0.2 2 2 0.2 
ベンゼン    1 0.1 0.1 1 1 0.1 
セレン又はその化合物 0.3 1 0.3   0.3 1 1 0.3 
1,4-ジオキサン 0.5 1) 5 1) 0.5 1) 5 0.5 0.5 5 5 0.5 
ダイオキシン類（単位はTEQ換算） 3ng/g 2) 100pg/L 2) 3ng/g 2)   3ng/g 100pg/L 100pg/L 3ng/g 

 

判定基準

省令 
廃掃法施

行規則 
判定基準

省令 
廃掃法施

行規則 
判定基準

省令 
判定基準

省令 
廃掃法施

行規則 
廃掃法施

行規則 
判定基準

省令 
別表第１・第５ 別表第１ 別表第６ 別表第１ 別表第６ 別表第５ 別表第１ 別表第１ 別表第６ 

注 １） ばいじん及びその処理物に適用する。 
  ２） 鉱さい及びその処理物は除外する。 



 

４-３．京都大学の排出水管理体制 

 大学における研究･教育活動に伴って発生する廃棄物は､学内においても様々な環境公害法の規制を受

けている｡京都大学では､法の遵守はもとより､大学として環境保全上､廃棄物の適正な処理と管理につい

て､種々の体制がとられている｡ 

 

１）規程､基準等 

  実験廃液や廃棄物の管理に対し､本学の基本的な方針を定めたものに｢京都大学排出水､廃棄物管理等

規程｣(付 1 参照)がある｡この規程は､現行法の｢下水道法｣｢水質汚濁防止法｣｢廃棄物及び清掃に関する法

律｣｢化学物質管理促進法｣｢ダイオキシン類対策特別措置法｣に関連して､本学としてとるべき管理体制と

業務とを定めたものである｡ 

  次に､実際に発生した実験廃液や廃棄物を処理する方法については､｢京都大学実験廃液・廃棄物の管理

及び処理等の実施に関する要項｣(付 2 参照)がある｡この要項は､上記の｢京都大学排出水･廃棄物管理等規

程｣の第 7 条の規程にもとづくもので､実験廃液・廃棄物（京都大学の教育研究活動で発生する排出水・

廃棄物のうち、一部又は全部に特別管理廃棄物を含むもの）の管理及び処理等の実施に関して必要な事

項として総長が別に定めたものである｡ 

  なお､本学に関する大気汚染関係も含めて､環境公害関連法規の詳細については､環境保全センター環

境安全保健機構編｢環境公害関連法令と諸手続きの手引き(第四版)｣があるので参照されたい｡ 

 

２）実験排水系の設備について 

  京都大学では､昭和 55 年より年次計画で､実験系排水路の整備を行っている｡この整備により､本学の実

験系の排水は､他の排水(雨水､汚水､一般排水など)と分離され､各キャンパスごとに一箇所に集中され､そ

こで水質監視を受けたのち放流されることになる｡すなわち､実験排水系の末端には 終貯留槽が設置さ

れて､定期的な水質測定が行われる一方､各キャンパスの主要排水源には､pHのモニターが設置され､常時

pH 監視が行われている｡ 

  万が一､ある建物で有害な実験廃水が流され､実験排水が異常な pH 値を示せば､ただちにその建物へ水

質異常の警報が届くしかけになっている｡また､従来測定箇所が多く､充分でなかった放流口での水質測

定も､現行法における本学へ適用された排水基準(付 3 参照)を監視すべく､回数､項目とも強化された｡実

験排水貯留槽での定期的な水質測定で、基準超過が明らかになれば、各 pH モニター槽で採水・保存して

いるサンプルを一斉に分析し、どこの建物・研究室が原因であるかを追跡調査する仕組みになっている(分

析用保存採水態勢)。 

  このように､これらの設備はあくまでも実験排水の集中管理が目的であって､排水中の有害物質を除去

しうる処理施設ではないことに留意していただきたい｡  従って､実験者は使用する実験廃液を回収・分

別貯留し､排水系に決して流出させないようにしなければならない｡ 



 

 

 

 

図 4.2 京都大学での実験排水系モニタリングシステム(分析用保存採水態勢)と実験廃液分別貯留 
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４-４．京都大学の廃液処理施設 

 京都大学では、実験廃棄物の処理は、排出者自身の責任において可能な限り果たされなければならな

いという理念のもと、全学共同利用施設として、1975 年に有機廃液処理装置（通称 KYS）、1980 年に

無機廃液処理装置（通称 KMS）を設置し、学内で発生した廃液の処理を行ってきた。現在は、危険物

の燃焼に伴う環境安全面等の理由から、KYS は閉鎖し、KMS による無機廃液の処理のみを行っている。 

ａ）KMS の概要 

 有機物のほとんどは可燃性であり、高温場での酸化反応によって CO2や H2O に転換されるので、焼却

処理を用いることで無害化が比較的容易である。しかしながら、重金属類等を含む無機廃液に関しては、

基本的に分解による無害化ができないので、なんらかの方法によって固体として固定化させ、埋立て等

の処分をする必要がある。固定化には様々な方法があるが、すべての化合物に対して有効な方法は存在

しないので、適切な分別貯留が非常に重要である。 

 無機廃液として も多く発生するのが Cu や Ni 等の重金属類を含有した廃液である。KMS では、重金

属類の固定化法としてフェライト法を採用している。フェライトは酸化鉄（Fe2O3）と金属酸化物の複合

結晶体の総称であり、様々な金属がフェライトを形成することが知られている。具体的には、無機廃液

に硫酸第一鉄（FeSO4）を加え、アルカリ条件下で空気を吹き込んでフェライトを生成させている。この

方法では、廃液中に含まれている重金属類は低濃度であればほぼすべてフェライトとして固定化できる。

ただし、すべての重金属類がフェライトを形成できるわけではない。また、重金属類以外にも、厳しい

排水基準が設けられている物質として、シアン類やフッ素があり、またリン酸はフェライト化を妨害す

ることから、KMS として一般重金属系以外に、水銀系、シアン系、フッ素・リン酸系の廃液処理装置が

設置されている。 

 水銀系廃液は、無機水銀イオンを選択的に強く吸着できるキレート樹脂を用いて処理している。有機

水銀は、酸化分解で無機水銀に転換してから処理しているが、金属水銀等の水への溶解度が低いものは

処理できない。シアン系廃液は、次亜塩素酸ナトリウムもしくは紫外線（UV）とオゾン（O3）によって

シアンイオンを CO2と N2 に酸化分解させて処理している。フッ素およびリン酸については、CaCl2水溶

液と混合し、不溶性のカルシウム塩の沈殿を形成させて処理している。 

 

表 4.4 廃液の区分と処理方法 

廃液の区分 処理方法 処理能力 

一般重金属系廃液 フェライト化 5,000 L/バッチ 

水銀系廃液 キレート樹脂吸着 250 L/バッチ 

シアン系廃液 
酸化分解 
（次亜塩素酸 Na 法） 
（UV+O3法） 

130 L/バッチ 

フッ素・リン酸系廃液 Ca 塩沈殿法 100 L/バッチ 
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図 4.3 無機廃液処理装置（KMS）のフローチャート 



 

ｂ）ミニプラント 

 廃液の性状は複雑多岐にわたるために、これらの処理の可否を事前に確認せずに直接重金属処理系統

で処理すれば、例えば有機物などの妨害物質の混入が原因となってフェライトが生成されなかったり、

処理水中の重金属濃度が排水基準値を上回るといった事態が生じる可能性がある。1 バッチ 5,000 L の処

理液であるので、再処理に要する時間、労力、経費は莫大なものになる。それゆえ、このような事態を

避けるために、またフェライト生成に適した重金属濃度の上限を知るために、それぞれの廃液について

ビーカースケール（1 L）でフェライト生成の可否について試験するミニプラント試験を行っている。さ

らに、このミニプラント試験を、排出者自らが行うことによって、廃液の KMS による処理の適否につい

て知ることができ、研究室におけるより適切な分別貯留に生かすことができるようになっている。この

ミニプラント試験により、排出者の処理責任の一部を果たすこともできるという意味で、ミニプラント

試験は KMS の運用上、重要なプロセスであると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.4 ミニプラントのブロック線図 
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ｃ）廃液および処理水の分析 

 先に述べたように、KMS では、廃液の性状に合わせた処理工程を選択する必要がある。これは、処理

工程に適した廃液の分別貯留が必要なことを意味している。そのため、ミニプラント試験を含めて KMS

による処理に先立ち、全ての廃液タンクの重金属類や妨害物質の種類と濃度を測定し、貯留区分で分け

られた処理プロセスが適切かどうかを判断している。また、この分析結果は、ミニプラント試験での廃

液の希釈率の決定にも役立てている。また KMS で処理された水は、全量貯留し、別表に掲げる排水基準

を満たしていることを確かめてから下水道に放流している。このように、KMS の処理工程の各段階で各

種の分析が必要である。下図に KMS 処理の流れと実施している分析を示す。 

 

 

 

図 4.5 KMS の流れと分析 



 

４-５．実験系廃棄物の外部委託処理 

 先に述べたように、実験で発生した廃棄物は、研究室もしくは学内の処理施設で無害化処理をするこ

とが好ましいが、安全上等の理由により学内処理が困難な場合は、外部の産業廃棄物処理業者に処理を

委託することになる。処理の外部委託は、有害な廃棄物を学外に運び出すことになるので、特に配慮が

必要である。 

 外部委託処理はあくまでも運搬および処理のみを委託するものであり、お金を払って廃棄物の所有権

を外部業者に移しているわけではない。産業廃棄物の処理は、行政（地方自治体）の許可を得ている業

者しか行えないと法律で定められており、本来適切に処理が行われているはずである。しかしながら、

現状では廃棄物の不法投棄や不適切な処理が行われている場合があるので、法律では、適正に 終処分

されるまでの責任が排出事業者にあると定めている。そのため、委託した業者が不法投棄をした場合、

廃棄物を撤去するための費用の一部の負担を命じられる可能性がある。また、廃棄物の適正な処理には、

適正な価格が発生するものであり、価格のみで委託業者を決定してしまうと、適切な処理がされない可

能性も高くなると言える。適切な業者の選定のためには、処理施設の現地視察等によって処理実態を確

認することが必要である。運搬や処理工程のトラブルで環境汚染を引き起こしてしまった場合、京都大

学の廃棄物によって環境を汚染してしまったと報道されることになり、社会的な信用を失いかねないこ

とを認識しておかなくてはならない。 

 外部委託の際には、先に述べた適切な分別、適切な処理業者を選定に加え、廃棄物の性状を的確に業

者に伝えなくてはならない。処理の許可は先に示した産業廃棄物の種類ごとという大まかな分類である

ため、大学の研究室から発生するような特殊な性状の廃棄物の処理には適さない場合もあるからである。

そのため、処理方法が廃棄物に適しているかどうかを検討することも排出者の責任と言える。 

 

  



 

５．化学物質と廃棄物の情報管理と関係法令 

５-１．廃棄物処理法の概要 

１）廃棄物処理法の概要 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下、廃棄物処理法）は、廃棄物の排出抑制と廃棄物の適正

処理に努め、生活環境を清潔に保持することにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目

的とし、廃棄物の定義や、廃棄物の処理責任、処理業や処理施設が満たすべき要件などを定めている。 

廃棄物処理法は、近年頻繁（1991 年から 2015 年までの 25 年間で法改正が無かったのは 1996 年, 2007

年、2009 年のみ）に改正されており、排出事業者の責任の明確化・罰則の強化がされる傾向にある。 

 

２）事業者の責務 

廃棄物処理法では、事業者の責務として以下が定められている。 

 排出事業者責任：事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に

処理しなければならない。 

 再生利用等による排出量抑制の義務 

 国・地方公共団体の施策への協力義務 

 

「自らの責任において適正に処理する」とは、排出事業者が、１）自ら処理する場合と、２）処理業

者に処理を委託する場合があり、それぞれ処理基準・委託基準に従う必要がある。 

 

３）委託基準 

適正な委託契約を結ぶためには、法で定める委託基準に従うことが必要である。委託基準には次のも

のがあげられる。 

1. 処理業の許可を有する業者に委託すること。 

2. 当該産業廃棄物の処理が、その処理業者の「事業の範囲」に含まれること。 

3. 委託契約は書面で行うこと。（口頭での契約は禁止） 

4. 特別管理産業廃棄物を委託する場合は、あらかじめ「種類・数量・性状・荷姿・取扱い上の注意事

項」を書面で処理業者に通知すること。 

5. 契約書および添付書類を契約終了日から 5 年間保存すること。 

6. 収集運搬、中間処理（または 終処分）の委託は、それぞれの業の許可を持つものと、それぞれ二

者間で契約すること。（三者契約の禁止） 

 

＜許可証による確認＞ 

業の許可の有無や事業の範囲については、処理業の許可証によって確認できる。 

許可証は、収集・運搬業、処分業の 2 種類×産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の 2 種類の合計 4 種類

がある。さらに、収集・運搬業においては、廃棄物を積み込む場所（京大の所在地）と運搬先（処分施

設の所在地）との 2 カ所の自治体がそれぞれ発行した許可証が必要となる（積み替える場合は、積み替

え場所の自治体の許可証も必要）。 



 

「事業の範囲」とは、収集・運搬業の場合は、取り扱う廃棄物の種類（汚泥、廃酸 etc）と積み替えの

有無を指し、処分業の場合は、取り扱う廃棄物の種類と処分方法（焼却、凝集沈澱 etc）を指す。許可証

にこれらの情報が記載されている。 

なお、環境大臣により広域認定制度や再生利用認定制度の認定を受けた業者に対しては、産業廃棄物

処理業の許可を受けていなくても、処理を委託することができる。ただし、この場合にも、許可業者に

委託する場合と同様の委託基準に基づいて契約を結ぶことが必要である。（認定証を許可証の代わりに添

付する等） 

 

＜適切な情報提供＞ 

特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は、あらかじめ廃棄物の性状等について文書で通知するこ

とが必要である。つまり、正体の分からない「不明薬品」の処理を委託することは、委託基準に違反す

ることとなるので、「不明薬品」の処理を行う場合には、委託契約を結ぶ前に、廃棄物の種類等を明らか

にすることが必要である。 

処理・リサイクル業者に対して、委託する廃棄物等の性状等に関する情報を確実に提供することは、

以下の観点から重要である。 

・処理・リサイクル業者が作業時の危険性を予知し、安全性を確保するため 

・廃棄物等の内容が分からなければ、法令を遵守した対応ができない場合があるため 

・より適切な処理・リサイクル方法を選択する情報を提供するため 

廃棄物等の性状等に関する情報が提供されないことにより、委託先の処理・リサイクル業者において、

以下のような事故が現実に起きている。 

・ 化学反応等による発熱、発火、爆発、ガス発生 

・ 強酸、強アルカリ等による失明や火傷 

・ スプレー缶混入による爆発 

また、廃棄物等の内容が分からないために、委託先の処理・リサイクル業者において、以下のような

法令違反に繋がりかねない事態が生じる可能性がある。 

・ 特定化学薬品を扱う処理業者によっては、廃棄物処理法に加え消防法による対応が必要になる場

合がある 

・ 廃棄物等の中に労働安全衛生法施行令等に定められた有害物質が含まれていることを知ることが

できず、法を遵守した処理を行うことができない 

・ 砒素が混じっていると知らなかったため適切な廃水処理が行うことができず、結果として水質汚

濁防止法の水質基準値を超過してしまう 

・ 焼却に適さない廃棄物等を焼却してしまい、大気汚染防止法等で定められた基準値を超過する汚

染物質を排出してしまう 

 

＜三者契約の禁止＞ 

廃棄物処理法では、産業廃棄物の収集運搬と処分（中間処理、 終処分）の委託に際しては、収集運

搬業者と処分業者（中間処理業者・ 終処分業者）それぞれと直接、契約を行うことを定めている。排

出事業者が収集運搬業者の許可しか持たないものと、収集・運搬だけでなく中間処理も含めた契約を結



 

び、処分業者との契約を結ばないことは、明確に禁止されている。 

また、排出事業者が処分業者の能力を確認することなく、排出事業者－収集・運搬業者－処分業者の

三者間で契約を結ぶ、いわゆる三者契約も委託基準に違反する。（ただし、当該業者が両方の許可を有す

る場合には、収集運搬と中間処理の契約を同一の業者に委託し、1 本の契約書にまとめても良いとされて

いる。） 

これらのルールは、処分業者の処理能力を、排出事業者が自ら確認した上で契約を結ぶことを促し、

適正な処理を確保するために設けられている。 

 

４）罰則 

廃棄物処理法では、排出事業者に関連する以下のような罰則が設けられている。 

 

表 5.1 廃棄物処理法で定められた罰則（抜粋） 

違反内容 罰則 

無許可業者への委託 5 年以下の懲役 and/or 1000 万円以下の罰金 

委託基準（政令）への違反 3 年以下の懲役 and/or 300 万円以下の罰金 

マニフェストの不交付、虚偽記載等 6 ヶ月以下の懲役 and/or 50 万円以下の罰金 

帳簿の備え付け・保存等義務違反 30 万円以下の罰金 

特別管理産業廃棄物管理責任者の未設置 30 万円以下の罰金 

 

５-２．特別管理産業廃棄物 

１）特別管理産業廃棄物とは 

廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の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廃棄物」を特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物として規定し、必要な処理

基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制がされている。 

特別管理一般廃棄物に該当するものとして、「感染性一般廃棄物」、「PCB 使用部品」、「ばいじん」、「ダ

イオキシン類含有物」がある。 

特別管理産業廃棄物に該当するものとして、「引火性廃油」「強酸」「強アルカリ」「感染性産業廃棄物」

「特定有害産業廃棄物」がある。「特定有害産業廃棄物」は、重金属や有機塩素化合物などを一定濃度以

上含む廃油・汚泥・廃酸・廃アルカリなどが指定されている（有害物の種類および基準は表 4.3 に掲載）。 



 

２）特別管理産業廃棄物の保管基準 

特別管理産業廃棄物の保管、収集運搬、中間処理、再生、 終処分を行う場合には、法で定める基準

に従わなければならない。また、特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合であっても、

法で定める委託基準に従わなければならない。 

保管基準については、通常の産業廃棄物の保管基準に加えて、以下のような追加的な内容が定められ

ている。 

 特別管理産業廃棄物と通常の産業廃棄物は、保管場所を別にする。 

 特別管理産業廃棄物の保管場所は、廃棄物の種類に応じて仕切りをする。 

 廃酸・廃アルカリの保管場所は、それぞれを防液堤で仕切ることが望ましい。（容器が破損し流

出した場合に、他の廃棄物と混合・反応して有害ガス等を発生する危険性を防ぐため） 

 特別管理産業廃棄物の廃酸・廃アルカリは、容器に入れ密封するなど、腐食防止措置をとる。 

 特別管理産業廃棄物の廃油は、容器に入れ密封するなど、揮発防止措置をとる。また、廃油が

高温にさらされないために必要な措置をとる。 

 

表 5.2 産業廃棄物の保管基準（●は、特別管理産業廃棄物） 

基準 具体的内容 

保管場所の要件 周囲に囲いを設置 

掲示板の設置（廃棄物の種類、管理者名等） 

保管場所からの廃棄物飛散・流出等防止措置 汚水対策（排水溝、底面不浸透性材料等） 

積み上げ高さ制限（屋外の場合） 

その他必要な措置 

保管場所における害虫等発生防止  

●他の物の混入防止措置 仕切り板等 

●廃棄物の種類別に必要な措置 密封、高温防止、腐食防止等 

 

３）特別管理産業廃棄物管理責任者 

事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物の

処理に関する業務を適切に行わせるため、事業場ごとに、「特別管理産業廃棄物管理責任者（特管責任者）」

を選任しなければならない。（京都大学では、原則部局毎に 1 名以上設置している。） 

また、京都市など一部の自治体では、特管責任者を選任（変更）したときに、設置（変更）報告書の

提出を義務づけている。 

 

＜要件＞ 

特管責任者は、下記の要件を満たす者の中から選任することが必要である。下記の表で、「同等以上の

知識を有すると認められる者」とは、具体的には(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「特別

管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」の修了者を指す。 



 

 

表 5.3 特別管理産業廃棄物管理責任者の要件（感染性産業廃棄物） 

種類 要件の内容 

イ 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛

生検査技師又は歯科衛生士 

ロ ２年以上環境衛生指導員の職にあつた者 

ハ 大学、高等専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学若しくは獣医学の課程

を修めて卒業した者、又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者 

 

表 5.4 特別管理産業廃棄物管理責任者の要件（感染性産業廃棄物以外） 

種類 資格・学歴 課程 修了科目・学科 実務経験* 

イ 環境衛生指導員   2 年以上 

ロ 大学 理学、薬学、

工学、農学 

衛生工学、化学工学 2 年以上 

ハ 上記に相当

する課程 

衛生工学、化学工学以外 3 年以上 

ニ 短大・高専 理学、薬学、

工学、農学 

衛生工学、化学工学 4 年以上 

ホ 上記に相当

する課程 

衛生工学、化学工学以外 5 年以上 

ヘ 高校・旧制中学  土木科、化学科 

これらに相当する学科 

6 年以上 

ト  理学、農学、工学に関する科目、

これらに相当する科目 

7 年以上 

チ 学歴要件なし 10 年以上 

リ イからチまでと同等以上の知識を有すると認められる者 

* 廃棄物の処理に関する技術上の実務経験年数 

 

＜役割＞ 

特管責任者の果たすべき役割として、以下が示されている。 

 排出状況の把握 

 処理計画の立案 

 適正な処理の確保（保管状況の確認、委託業者の選定・契約、マニフェストの交付） 

 

京都大学においては、以下のような役割が期待されている。 

 処理施設の現地調査（京大からの委託実績がない処分業者と初めて委託契約する場合） 

 処理業者の許可の有無の確認 

 外部委託処理契約の内容の適切さの確認 



 

 部局内委員会への参加・審議 

 廃棄物引き渡し時の立ち会い（マニフェストの発行） 

 輸送完了、処理完了後のマニフェストの返送確認 

 その他、特別管理産業廃棄物の管理に必要な事項 

 

５-３．マニフェスト制度 

１）マニフェスト制度とは 

産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度は廃棄物処理法で義務付けられた制度であり、排出事業者が

産業廃棄物の処理・リサイクルを委託する際に委託処理業者にマニフェストを交付し、処理終了後にそ

の写しの回付を受ける制度である。これにより、産業廃棄物が契約通り適正に処理されたことを、 終

処分の段階まで確認することが可能となる。また、排出者から処理業者に対し、廃棄物の種類、数量、

性状、取扱上の注意事項などを正確に伝達するという役割も持っている。 

 

２）マニフェストの構成 

マニフェストは通常は複写式の７枚綴りであり、それぞれ以下の役割がある。 

・Ａ票（排出事業者記入用：排出事業者が保管） 

排出事業者が交付したマニフェストの控え。排出事業者は必要事項を記入し、マニフェストを収集運

搬業者に交付するが、その際Ａ票を切り取り手元に控えとして保存しておく。 

・Ｂ票（収集運搬業者記入用：Ｂ1 票 収集運搬業者が保管、Ｂ2 票 排出事業者が保存） 

収集運搬業者が産業廃棄物を受け取り、中間処理施設に適正に運び込んだことを確認するための伝票。

収集運搬業者は処理業者から回付されるＣ2 票と内容を照合・確認し、Ｂ1 票及びＢ2 票の該当欄に

照合・確認印を押印後、Ｂ1 票を自ら保存し、Ｂ2 票を排出事業者に回付する。 

・Ｃ票（中間処理業者記入用：Ｃ1 票 中間処理業者が保存、Ｃ2 票 収集運搬業者が保存） 

中間処理業者が産業廃棄物を受け取り、適正処理したことを確認するための伝票。中間処理業者は処

理完了後、Ｃ1 票を自ら保存し、Ｃ2 票を収集運搬業者に回付する。 

・Ｄ票（中間処理業者記入用：排出事業者が保存） 

排出事業者用の処理証明の写し。中間処理業者は処理完了後、排出事業者に回付する。 

・Ｅ票（中間処理業者記入用：排出事業者が保存） 

中間処理業者が交付した二次マニフェスト（ 終処分が適正に実施されたことを確認するマニフェスト）

の 終処分業者からの回付を中間処理業者が確認し、Ｅ票の該当欄に 終処分印を押印して、排出事業

者に回付する。 

 

３）マニフェストの流れ 

初に排出事業者から収集運搬業者に引き渡されたマニフェストは、「産業廃棄物を管理するための伝

票」として、 終処分あるいは有価物としてリサイクルされるまで産業廃棄物と一体的に動くこととな

る。また、委託した産業廃棄物の処理処分やリサイクルが終わったあと、その通知としてマニフェスト

の該当部分が排出事業者に回付、保存されることになる。 



 

 

図 5.1 マニフェストの流れ（「排出事業者のための廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン」より） 

 

４）マニフェストの交付 

マニフェストには、産業廃棄物の種類や量など必要事項を記入し、産業廃棄物とともに収集運搬業者

に引き渡す。先に廃棄物を引き渡しておいてから、後でマニフェストを交付する、といったことはでき



 

ない。また、産業廃棄物の分類ごと・運搬先ごとに引き渡し１回につき１票のマニフェストを交付しな

ければならない。 

マニフェストへの記載事項は法で定められており、主な記載内容は以下の通りである。 

1. 排出事業者情報 

2. 収集運搬事業者情報 

3. 処分事業者情報 

4. 終処理場情報 

5. 産業廃棄物の種類（廃油、汚泥、廃酸、廃アルカリ等）と量（重さ） 

6. 交付担当者の署名、捺印 

 

1.～4.については、契約書の内容を転記することになる。記載事項が欠けている場合はマニフェストと

しては認められない。 

排出事業者がマニフェストを交付しない場合や、必要な記載事項が欠けている場合、マニフェストに

虚偽の記載をした場合は、廃棄物処理法違反により、排出事業者に行政処分や罰則が科せられる。 

 

５）マニフェストによる処理完了の確認 

排出事業者は、廃棄物処理法が定める期限までにマニフェストの回付を受けなければならない。表 5.5

に、その期限の一覧を示す。回付期限が迫っているマニフェストに関しては、不適正処理リスクの低減

の観点から、収集運搬業者あるいは処理業者に対し、確認、指示、督促等を実施することが重要である。 

表 5.5 マニフェストの回付を受けるまでの期間 

マニフェスト種類 産業廃棄物 特別管理産業廃棄物 

収集運搬 B2 票 

中間処理 D 票 

交付の日から 90 日 交付の日から 60 日 

終処分 E 票 交付の日から 180 日 交付の日から 180 日 

排出事業者に回付されたマニフェストの B2 票、D 票、E 票は、収集運搬、処理・リサイクルなどが委

託契約通り、適正に行われているか照合・確認する必要がある。具体的には、業者名、処分場所、回収

までの期間等について確認し、A 票に照合日を記入する。 

廃棄物処理法において規定されている事項が記載されていないマニフェスト、あるいは虚偽の記載の

あるマニフェストの回付を受けた場合には、委託した産業廃棄物が不適正に処理処分された可能性があ

るので、収集運搬業者、あるいは処理業者に対し、確認、指示、督促等によって収集運搬、処理の状況

を確認し、生活環境保全上の支障の除去や発生防止のために必要な措置を講じるとともに、その講じた

措置等を廃棄物処理法に定められた様式に則り、30 日以内に所管の自治体（京都市等）に報告しなけれ

ばならない。 

排出事業者として記載内容の確認を怠り、「廃棄物処理法において規定されている事項が記載されてい

ない」、「虚偽の記載がある」というような事態を放置し、収集運搬業者、あるいは処理業者に対し、必

要な確認、指示、督促等をしていない場合は、当該産業廃棄物が不適正処理や不法投棄された場合に、

排出事業者にも支障除去等の措置命令の行政処分が科せられる。 



 

６）マニフェストの保存・報告 

照合・確認の上、問題のないマニフェストについては、 終の照合・確認を行った日から 5 年間保存

することが廃棄物処理法によって義務づけられている。 

マニフェストの交付状況は、毎年 6 月末までに前年度分をまとめて所管の自治体（京都市等）に報告

することとなっており、本学では環境安全保健課がまとめて報告している。 

 

７）電子マニフェスト 

平成９年（1997 年）の廃棄物処理法の改正により、紙製のマニフェストを交付する代わりに、記載内

容を電子データとして情報処理センターを介して、ネットワーク上でやり取りすることを可能とする電

子マニフェスト制度が創設された。 

電子マニフェストはマニフェスト情報をデータとして扱うことができるため、紙製のマニフェストの

ように保存の必要がなく、また、その交付状況は、情報処理センターから自治体へ直接報告される。国

は、平成 28 年度に 50％の普及目標を掲げており、本学での導入が急がれるところである。 

本学では、平成 27 年度に環境科学センターで試行的に導入し、平成 28 年度からは、有機廃液の外部

委託処理を行っている部局で電子マニフェストを導入している。 

 

５-４．PRTR 制度 

１）化管法と PRTR 制度、SDS 制度 

「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律（以下、化管法）」は、有

害性のある化学物質の環境への排出量を把握することなどにより、化学物質による環境保全上の支障を

未然に防止することを目的として制定され、1999 年 7 月 13 日に公布された。化管法は、大きく２つの制

度で構成されており、１つは PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) 制度、もう１つは SDS (Safety 

Data Sheet) 制度である。 

＜PRTR 制度＞ 

PRTR 制度は、事業者が対象化学物質を排出・移動した際に、その量を把握し、国に届け出る義務を課

すもので、国は集計データを公表し、国民は事業者が届け出た内容について開示請求ができる。 

PRTR 制度の対象となる化学物質は、人や生態系への有害性があり、環境中に広く存在すると認められ

る物質で、「第一種指定化学物質」として指定されている。このうち、発がん性のある物質は「特定第一

種指定化学物質」とされ、取扱量等の基準がより厳しく設定されている。 

PRTR 制度の対象となる事業者は、１）政令で指定する業種に該当、２）従業員数が 21 人以上、３）

第一種指定化学物質の年間取扱量が 1 トン以上（特定第一種の場合は 0.5 トン以上）、の全てに該当する

事業者とされている。年間取扱量とは、年間製造量と年間使用量を合計した値であり、混合物の場合は

対象物質純分に換算した値を用いる。なお、含有率が 1 質量%未満（特定第一種は 0.1 質量%未満）の場

合は対象外となる。 

PRTR 制度での届け出は、事業所ごとに、事業所の所在地の都道府県（または政令市等）を経由して行

うこととなっており、本学では環境科学センターがまとめて報告している。 



 

＜SDS 制度＞ 

SDS 制度は、事業者が対象化学物質を他の事業者に譲渡・提供する際に、化学物質等安全データシー

ト（SDS）を交付する義務を課すものである。 

SDS 制度の対象となる化学物質は、人や生態系への有害性があり、環境中に広く存在する又は将来的

に広く存在する可能性があると認められる物質で、「第一種指定化学物質」及び「第二種指定化学物質」

として指定されている。つまり、「第一種指定化学物質」は、PRTR 制度と SDS 制度の両方の対象物質と

なり、「第二種指定化学物質」は、SDS 制度のみの対象物質となる。 

SDS 制度の対象事業者は、他の事業者と取引を行うすべての事業者が対象で、業種指定や規模要件な

どの制限はない。混合物については、含有率が 1 重量%以上（特定第一種は 0.1 質量%以上）の場合に対

象となる 

SDS に記載する項目は、製品名、含有する化学物質の名称、含有率、漏出時に必要な措置、取扱い上

及び保管上の注意、物理的・化学的性状、安定性・反応性、有害性・暴露性、廃棄上及び輸送上の注意

などが定められている。 

２）京都大学における PRTR 対応 

京都大学も PRTR 制度の対象事業者となっており、PRTR の届出を環境科学センターで行っている。対

象とする物質は、取扱量が基準値を超える又は超えるおそれがある物質（アセトニトリル、エチレンオ

キシド、クロロホルム、ジクロロメタン、N,N-ジメチルホルムアミド、トルエン、ノルマルヘキサン、

ベンゼン）の 8 物質である。取扱量は、主要な試薬会社に対する京大への年間納入量の聞き取り結果に

基づいて設定している。この年間納入量の情報を基礎に、外部委託処理量等をふまえ、事業所（吉田事

業所、宇治事業所、桂事業所）別の、排出・移動量を推定している。 

外部委託処理量を把握するため、外部委託処理完了報告書には、PRTR 対象物質の量を記入する欄を設

けている。また、有機廃液の外部委託処理に関しては、KUCRS での廃液登録時に、コメント欄を用いて、

PRTR 対象物質の含有量を入力することとしている。 

 

５-５．排水関係法令 

排水に関する法令としては、下水道法（排出水を下水道に放流する場合）と、水質汚濁防止法（排出

水を公共用水域（河川や海など）に放流する場合）とがある。これらの法令により、排水水質が規定さ

れ、これらの遵守および排水水質の測定および定期報告や、実験流し台等の特定施設の設置・撤去時の

事前届け出が求められている。水質汚濁防止法では、たとえば瀬戸内海環境保全特別措置法（瀬戸内法）

のように、水域によってさらに厳しい規制（総量規制）がなされる。また、自治体によって、水質に対

する上乗せ基準を、事業所の排水の量などに応じて定めた条例を制定している場合がある。このため、

京都大学に適用される排水基準は、キャンパス毎に異なる。 

規制方法の概要は以下の通りである。規制対象となる特定施設（実験流し台などの洗浄施設など）の

届出を義務づけ、特定施設を有する事業場（特定事業場）からの排水中の汚染物質を規制する。特定施

設は、水質汚濁防止法で規定され、この分類が瀬戸内法や下水道法にも適用される。瀬戸内法での特定

施設は、設置に際して許可申請が必要である。また、地下水汚染防止を目的とした 2012 年の水質汚濁防

止法の改正により、特定施設のうち有害物質（水銀・カドミウムなどの 28 項目）を使用する施設を、有

害物質使用特定施設とし、施設の床面・配管・排水溝等に対する構造基準の遵守、施設のひび割れ・排



 

水の漏洩の有無等についての定期点検の実施が新たに義務づけられた。 

これら法令において求められ京都大学での日常的な業務としては、以下がある。 

・特定施設の設置および撤去に関する届出 

・有害物質使用特定施設および付帯設備（排水管）の定期点検 

・排水水質の測定と定期報告 

 

１）特定施設の設置および撤去に関する届出 

京都大学における、特定施設としては、研究・教育機関における洗浄施設（71 の 2 イ）が主に対象と

なり、具体的には実験流し台、ドラフトチャンバー、写真フィルム現像洗浄施設、実験専用の排ガス洗

浄施設（湿式スクラバー）、据付けあるいは、固定の超音波洗浄機、全自動洗浄機、機械・器具の洗浄を

行う「地流し」などが該当する。移動式のものは原則として対象外であるが、キャスターが付くなどし

て持ち運びが可能であっても、実態として一定期間同じ場所で使用しているものは該当する。これに加

え、附属病院においては、病院の厨房施設（68 の 2 イ）、洗浄施設（68 の 2 ロ）、入浴施設（68 の 2 ハ）

も対象となる。 

特定施設の設置および撤去に際しては、工事着手より前に、規制当局に届出を提出する必要がある。

排水を公共用水域に排出している場合は、水質汚濁防止法に基づく届出が、排水を下水道に排出してい

る場合は、下水道法に基づく届出が必要となる。また、排水を下水道に排出している場合であっても、

有害物質使用特定施設に該当する場合は、水質汚濁防止法での届出も必要となる。 

届出の審査期間は 60 日間（期間短縮願を出すと短縮されることがある）と長く、学内決済の期間も要

するため、建物の新設時や、実験室のレイアウト変更を行う計画がある場合には、速やかに届出の準備

を開始するようお願いいたします。特に、部局事務担当者では、教員が予定する実験室のレイアウト変

更の情報を体系的に入手することが困難なため、工事情報の早期での共有が重要です。 

 

２）有害物質使用特定施設および付帯設備（排水管）の定期点検 

特定施設のうち、水質汚濁防止法施行令で定められた有害物質 28 種類のいずれかを使用するものは、

有害物質使用特定施設に該当し、構造基準の遵守や定期点検の実施が義務づけられる。有害物質 28 種類

は、表 5.6 に掲げる物質である。 

構造基準は地下水汚染防止の観点から定められており、施設の床面が地下浸透を防ぐ材質であること、

有害物質を含む水がこぼれたときに即座に拭き取れるよう吸収シートや雑巾が備えられていること、排

水管からの排水の漏洩が容易に検知できる構造であること、などが求められる。また、定期点検により、

これら施設やその床面・付帯設備（排水管など）に、ヒビや破損などが無いか等を確認することとされ

ている。 



 

 

表 5.6 水質汚濁防止法における有害物質 28 種類 

１）カドミウム及びその化合物 15）1,2-ジクロロエチレン 

２）シアン化合物 16）1,1,1-トリクロロエタン 

３）有機リン化合物（ただし、パラチオン、メチル

パラチオン、メチルジメトン、EPN に限る） 

17）1,1,2-トリクロロエタン 

４）鉛及びその化合物 18）1,3-ジクロロプロペン 

５）六価クロム化合物 19）チウラム 

６）ヒ素及びその化合物 20）シマジン 

７）水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 21）チオベンカルブ 

８）PCB 22）ベンゼン 

９）トリクロロエチレン 23）セレン及びその化合物 

10）テトラクロロエチレン 24）ホウ素及びその化合物 

11）ジクロロメタン 25）フッ素及びその化合物 

12）四塩化炭素 26）アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合

物及び硝酸化合物 

13）1,2-ジクロロエタン 27）塩化ビニルモノマー 

14）1,1-ジクロロエチレン 28）1,4-ジオキサン 

 

３）排水水質の測定と定期報告 

下水道法および水質汚濁防止法に基づき、排水の水質を毎週測定し、規制当局に報告している。排水

の採取箇所は、実験系排水については、ほぼ建物毎に設置されている排水ますおよび各構内毎に設置さ

れた実験系排水 終貯留施設であり、生活系排水については、各食堂および各構内での代表的な下水道

（公共用水域）への接続部分となっている。測定項目は、排水水質規制項目のうち、当該建物で使用さ

れている化学物質等を勘案して、規制当局との協議にもとづき定めている。測定頻度は、 終放流口で

は毎週、その他の建物毎のマスでは、排水性状や水量を勘案して測定項目により毎週１回～４半期に１

回である。 

排水基準の超過時や、排水基準を超過していないものの注意を要する水準（おおよそ基準の 4 割）の

場合には、原因調査および改善策の実施を行ない、排水水質の定期報告時にその内容を報告する。 

各研究室においては、日頃より、実験廃液を実験流し台等に流さず、廃液タンクに貯留することを徹底

するとともに、排水基準超過時には原因調査への協力をお願いいたします。 

 

５-６．学内規程 

１）規程・要項の概要 

京都大学での廃棄物に関する全学的な規程類には以下のものがある。 

 京都大学排出水・廃棄物管理等規程 

 京都大学実験廃液・廃棄物の管理及び処理等の実施に関する要項 

 不用薬品等の処理手続きの流れについて 



 

「京都大学排出水・廃棄物管理等規程」では、排水水質の管理や紙ごみなども含めた廃棄物の管理に

ついて、部局長の役割などを定めている。 

「京都大学実験廃液・廃棄物の管理及び処理等の実施に関する要項」では、主に実験系の廃棄物を対

象として、それらの処理方法について定めている。 

「不用薬品等の処理手続きの流れについて」では、外部委託処理をする場合の手続きについて定めて

いる。 

２）実験廃液・廃棄物の処理方法 

要項第 5 条では、実験廃液・廃棄物の処理方法として、以下の３種類が定められている。 

表 5.7 実験廃液・廃棄物の処理方法 

種別 処理方法 取扱者（排出者） 契約者 廃液等の具体例 

第 1 号 学内処理 

( KMS) 

  無機廃液 

第 2 号 外部委託処理 環境科学センター 学長 小部局の有機廃液 

小部局の不用薬品 

第 3 号 外部委託処理 各部局 学長 有機廃液 

不用薬品 

 

３）指導員の設置 

要項第 6 条では、実験廃液・廃棄物の処理方法に応じて、指導員を置くこととされている。 

 

第 6 条 実験廃液・廃棄物の発生部局等の長は、前条第 1 項各号に掲げる処理を行うときは、当

該処理方法の種類に応じ、次の各号に掲げる指導員若干名を置くものとする。 

– (1) 第 1 号の処理 廃液処理指導員 

– (2) 第 2 号及び第 3 号の処理 廃液・廃棄物情報管理指導員  

2 前項各号に掲げる指導員は、それぞれセンターが実施する講習を受けた者のうちから、当該

部局等の長が指名する。 

 

４）外部委託処理に係る報告 

要項第 7 条では、外部委託処理を行った場合に、「不用薬品・実験廃液・実験廃棄物外部委託処理報告書」

を作成し、1 年度分をまとめて総長（環境科学センター）に報告することとしている。この報告は、PRTR

対象物質の移動量（外部委託処理量）を把握するためのもので、マニフェスト毎に作成することを基本

としている。 

 

５）廃液・廃棄物情報管理指導員の役割 

廃液・廃棄物情報管理指導員の役割としては、以下が期待されている。 

 実験廃液・廃棄物の外部委託処理に関して、廃液・廃棄物情報の正確な伝達を行うこと、所

属専攻等の教員・学生の指導。 

 有機廃液の外部委託処理においては、KUCRS への情報登録 



 

 不用薬品等の外部委託処理においては、不用薬品の正確な分類（部局内委員会への出席・審

議） 
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６．外部委託処理の手続き 

６-１．有機廃液 

 京都大学では、京都大学排出水・廃棄物管理等規程に従い、排出者責任・原点処理の原則のもと、実

験廃液の処理を学内に設置された環境保全センターの処理施設で主に実施してきた。しかしながら、平

成 15 年に工学研究科の化学系の専攻が桂キャンパスに移転した際、桂キャンパスから有機廃液処理装置

（KYS）のある吉田キャンパスまでは、市街地の上に距離が長く、大量の有機廃液を頻繁に運搬して処

理作業を行うことは、安全上のみならず教員の教育研究活動にも支障をきたすという判断から、桂キャ

ンパスで発生した有機廃液は、外部の業者に処理を委託することとなった。その後、宇治地区等の遠隔

地を中心として有機廃液の外部委託処理が実施されてきたが、危険物の燃焼に伴う環境安全面への配慮

がより一層必要となってきていること、老朽化に伴う設備更新に多大なコストが必要となること、外部

の業者の処理技術が進歩したこと等を鑑み、平成 25 年度より全学的に有機廃液を外部委託することとな

った。 

 

６-２．廃液情報管理システムでの手続き 

 有機廃液の外部委託処理は、有害な廃棄物を学外に運び出すという行為であるため、４章で述べたよ

うに、学内で処理するよりも種々の法律による規制を受ける。具体的には、主に廃棄物処理法および PRTR

法に対応しなければならない。そのためには、廃液の適切な分別と廃液情報の把握が必要不可欠である。

以下に有機廃液の外部委託処理の手続きの流れを示す（詳細は部局により異なるところもあるので、各

部局の有機廃液処理の担当者に問い合わせること）。 

 

＜手続きの流れ＞ 

① 外部委託に適した分別貯留をする（廃油、引火性廃油、有害廃油、希薄水溶液、有害希薄水溶液の

５分類） 

② 容器にマーキング（廃液の種類表示と部局名－研究室名－容器番号の記入をする）。 

③ KUCRS で廃液容器の入庫登録を行う。 

④ 印刷されるバーコードを容器に貼り付ける。 

⑤ 有害物質を含むものは荷札で表示する。 

⑥ 搬出時にバーコードをはがして、産業廃棄物処理業者に引き渡す。 

⑦ バーコードのみを研究室に持ち帰り、KUCRS で出庫登録を行う。 



 

廃液容器登録から搬出

廃液・廃棄物
情報管理指導員

・外部委託に適した分別貯留
・容器へのマーキング

KUCRS：廃棄物入庫
「有機廃液：学外搬出委託処理」
・廃液区分（選択）
・廃液容器番号（入力）
・有害物質登録（選択）
・PRTR情報（コメント欄入力）

○○研究科
○○専攻
○○研究室

バーコードが発行される。
廃液容器が「入庫登録」
された状態になる。

有害物質を含む
容器には表示

○○研究科
○○専攻
○○研究室

バーコードを容器に貼り付けて搬出

○○研究科
○○専攻
○○研究室

バーコードをはがす。

○○研究科
○○専攻
○○研究室

○○研究科
○○専攻
○○研究室

○○研究科
○○専攻
○○研究室

搬出後の処理

廃液・廃棄物
情報管理指導員

KUCRS：廃棄物出庫
「有機廃液：学外搬出委託処理」
・バーコードを読み込んで出庫
（搬出処理）

搬出時

産業廃棄物処理業者へ
 

 

図 6.1 有機廃液の外部委託処理の手順 

 

コメント欄への PRTR 情報の記載方法について 

PRTR 対象物質 

アセトニトリル（acn）、クロロホルム（ cf）、ジクロロメタン（dcm）、N,N-ジメチルホルムアミド

（dmf）、トルエン（tol）、ノルマルヘキサン（hex）、ベンゼン（bz） 

記載方法 

PRTR 対象物質の記号+容器内の含有量（kg） 

記入例 

tol-2.5 dcm-0.5 

トルエン 2.5kg とジクロロメタン 0.5kg を含んでいる。 

cf-5.0 

クロロホルムを 5.0kg 含んでいる。 

 

ただし、PRTR 情報については、他の方法（廃液の分析やタンクへの表示等）で把握できる場合には、記

載する必要はないので、詳細は各部局の担当者に問い合わせること。 



 

６-３．不用薬品 

 不用薬品は、有機廃液とは異なり、各試薬瓶（容器）の中の性状は薬品の種類によってさまざまであ

るため、それぞれの薬品に応じた適切な処理が必要となる。また、法的にも先に述べたように、適切に

産業廃棄物として分類しないといけないため、各排出者が慎重に取り扱うとともに、次に示すように、

処理ごとに部局内の委員会で審議しなければならない。学内で処理できない実験廃液や固体廃棄物に関

しても、不用薬品と同様の扱いとしている。 

 

＜不用薬品の処理手順＞ 

① 部局内の委員会による審議・決定 

  （確認事項） 

・特別管理産業廃棄物責任者（特別管理責任者） 

・京都大学化学物質管理システム（KUCRS）への登録（不用薬品の場合） 

・廃棄物の分類と量 

・処理を委託する業者の調査と選定（運搬および処理に関する許可証） 

② 審議結果の報告 

搬出予定日の 10 日前までにチェックシートと提出書類を環境安全保健機構附属環境科学センターに

提出 

 （書類等に不備がないか確認するため） 

③ 書類確認の報告 

④ 外部委託業者への搬出 

 

（通常の部局の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（部局内委員会を構成できない小部局の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 局 

①部局内委員会において、処理業

者、内容等を審議し、責任を持っ

て決定する。 

化学物質管理専門委員会 

②審議結果の報告 

③書類確認の報告 

部 局 

①部局内において、処理業者、内容等

を検討し、責任を持って決定する。 

化学物質管理専門委員会 

②検討結果の報告 

外部委託処理に係る手続
き等の指導と書類確認 

④外部委託業者への搬出 

③外部委託業者への搬出 

報告 

報告 

環境安全保健機構 

（環境科学センター） 

環境安全保健機構 

（環境科学センター） 



 

部局内委員会の要件 

・部局内で取り扱っている化学物質に関する知識を有する教職員を中心に構成する。 

・該当する廃棄物の特別管理産業廃棄物管理責任者（以下「特別管理責任者」という｡）は参加する

ものとし、やむをえない場合には、代理人を選任し参加させる。 

・廃液・廃棄物情報管理指導員が少なくとも１名は参加する。 

・部局の安全衛生委員会や化学物質管理委員会等の既存の委員会を部局内委員会としてもよい。 

・複数の部局で委員会を構成してもよい。 

 

部局内委員会の確認・審議事項 

① 特別管理責任者 

 特別管理産業廃棄物を生じる事業場には適切な処理を行うために特別管理責任者の設置を義務付

けている。設置及び変更の場合は、環境科学センターに申請する。 

② KUCRS への登録 

 教育研究用に取得した化学物質については、KUCRS の登録番号（不用薬品の登録番号）があるか

確認する。不用薬品としての登録は、KUCRS に登録済みの化学物質のみ行える。 

③ 不用薬品の分類と量 

 廃棄物処理法により、産業廃棄物を事業場より搬出する際には種類ごとに分類しなければならない。

不用薬品等の分類は、前章の分類チャートに基づいて分類し、委員会では、この分類が正しいかど

うかのチェックをする。特に特別管理産業廃棄物の分類には注意する。 

④ 搬出禁止物 

 放射性同位元素はこの手続きでは処理できない。不用薬品のリストに存在しないことおよび搬出す

る不用薬品の中に入っていないかを確認する。Be(ベリリウム)、Tl(タリウム)、Os(オスミウム)は、

搬出できない。学内に保管しておくこと。 

⑤ 委託業者の許可証 

 産業廃棄物の処理に関しては、収集運搬、処理それぞれに関して都道府県知事からの許可が必要で

あるので、以下の項目を確認する。 

収集運搬： 許可証発行者（廃棄物の発生地及び運搬持込み先の許可が必要） 

 有効期限（収集運搬日が有効期限内かどうか） 

 許可内容（廃棄物の種類ごとに許可が与えられている） 

処理： 許可証発行者（処理施設所在地の許可が必要） 

 有効期限（処理日が有効期限内かどうか） 

 許可内容（処理方法（焼却や凝集沈殿等）に関して廃棄物の種類が定められている） 
 
新の許可証でも有効期限が切れており、更新を申請し、書類は受け付けられたが、まだ審査中で、更新

がされていない、という場合がある。このような場合は、当該自治体の所轄部署に照会し、実際に申請書
が提出済みで、更新される見込みがあるのか、契約を結んでも問題がないかなどを確認することが必要で
ある。その上で、提出書類中の「委託業者の許可証のコピー」の代わりとして、（１）更新手続きの申請を
自治体が受け付けた（審査中である）ことを示す当該自治体発行の文書（写）および（２）当該自治体の所
轄部署に照会をおこなった経緯を示す文書（確認日時、照会先、担当者名は必須、その他必要な事項）を提
出する。 

⑥ 保管状況 

 不用薬品であっても毒劇物は鍵のかかる保管庫で保管しなくてはならない。また危険物に関しては

転倒防止措置等が必要である。衛生管理者による巡視（法律により週１回の巡視が義務付けられて

います）等を有効に活用し、効率的なチェックができるようにする。 

  

⑦ 委託業者の調査について 

 処理実績のない業者に関しては、現地調査を行う必要がある。処理実績の有無に関しては、環境科

学センターに問い合わせる。 



 

 

提出書類 

・不用薬品（含実験廃棄物）の外部委託処理にかかわるチェックシート 

・処理方法の概要および不用薬品等のリスト 

・許可証のコピー 

 

処理完了後の提出書類 

・不用薬品・実験廃液・実験廃棄物外部委託処理報告書 

・（不明薬品がある場合）不明薬品の分析結果 

 

不用薬品分類のポイント 

１）不用薬品の分類 

不用薬品における廃棄物の種類分けは、下図の分類チャートに従って行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊特別管理産業廃棄物 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2 不用薬品の分類チャート 

汚 泥 

燃焼性 

pH 

廃 油 

廃 酸 

廃アルカリ 

引火性廃油* 

強 酸* 

強アルカリ* 

Yes 

No 

引火点 70℃以上 

引火点 70℃未満 

≦ 7.0 

> 7.0 

≦ 2.0 

≧ 12.5 

注）いずれの場合でも、下記にあげる有害物質を基準値を超えて含む場合は、特定
有害廃棄物（特別管理産業廃棄物）となる。 
水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、 砒素、シアン、PCB、トリ
クロロエチレン、テトラクロロエチレン、 ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジク
ロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロ ロ
エタン、1,1,2 一トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロぺン、 チウラム、シマジン、
チオペンカルブ、ベンゼン、セレン、ダイオキシン類、1,4-ジオキサン 

固 体 

液 体 

性状 性質 廃棄物の分類 



 

廃棄物処理法では、汚泥に含まれる有害物質に関する判定を溶出試験によることとしている。溶出試

験では、固体：液体の比率を１：１０として水中で振とうし、溶出液の有害物質濃度で特別管理産業廃

棄物に該当するか否かを判断する。つまり、有害物質が含まれていても、溶出しなければ特別管理産業

廃棄物とはならない。 

一方、実際の不用薬品分類の判定においては、全ての不用薬品に対して溶出試験を行うことは困難で

あるため、対象の不用薬品が当該有害物質を含む場合は、溶出基準を超えるとみなして分類を行う。 

有害物質を含有する薬品を検索する際には、以下のキーワードなどを使うと便利である。 

六価クロム：クロム、クロメ、Cr, chrom* 

カドミウム：カドミ、cadmium, Cd 

シアン：シアン、シアノ、青酸、cyan*（ヒドロキシアントラセンなどは除外する） 

鉛：鉛、lead, Pb, （亜鉛は除外する） 

ヒ素：ひ素、ヒ素、砒素、アルシン、カコジル、arseni*, arsin*, cacodyl* 

水銀：水銀、Hg, mercur*, マーキュリ、マーキュロ、昇汞 

セレン：セレン、selen* 

 

２）分類をまちがえやすい薬品の例 

以下の薬品については分類間違いが多く見られるので、特に注意が必要である。 

■ヒ素化合物 

名称にはヒ素を含まないが、As を含む。 

・カコジル酸ナトリウム塩 

・ジメチルアルシン酸ナトリウム 

・ネルソン試薬（＝ヒ素モリブデン酸塩） 

■水銀含有 

名称には水銀やマーキュリーを含まないが、Hg を含む。 

・メルチオレートナトリウム＝Merthiolate＝Thimerosal 製剤＝チメロサール＝Thimerosal 

→チメロサール C9H9HgNaO2S で水銀含有（なおメチルチオレートは、CH3S で水銀は含まない。） 

・朱＝硫化水銀 

・ネスラー試薬＝ネスレル試薬→塩化水銀(II)を約 2.5%含む （特廃アルカリ有害（水銀）） 

■クロム 

名称にクロムを含むが、Cr は含まない。 

エリオクロムブラック T→キレート剤でクロムは含んでいない。汚泥。 

■有機リン化合物 

有機リン系殺虫剤が想定されており、対象物質名・商品名の例を以下に示す。 

DDVP またはジクロルボス（dicrohorvos）、デス、ホスビット、ジェット VP、バポナ、殺虫プレート、パ

ナプレート、ベーパーセクト、DEP またはトリクロルホン（trichlorfon）、ディプテレックス、ネグホン、

ネキリトン、水産用マゾテン、CYAP またはシアノホス（cyanohos）、サイアノックス、MEP またはフェ

ニトロチオン（fenitrothion）、スミチオン、スミパイン、ガットサイド S、ガットキラー、ピリミホスメ

チル（primiphosmethyl）、アクテリック、クロルピリホス（Chlorpyrifos）、ダーズバン、レントレク、ク



 

ロルピリホスメチル（Chlorpyrifosmethyl）、レルダン、ザーテル、ダイアジノン（diazinon）、ダイアジノ

ン、エキソジノン、MPP またはフェンチオン（phenthion）、バイジット、チグホン、バルサンうじ殺し乳

剤、ピリダフェンチオン（pyridaphenthion）、オフナック、マラソン（マラチオン）（malathion）、チオメ

トン（thiometon）、エカチン、エチルチオメトン（ethylthiometon）、エカチン TD、ダイシストン、アセフ

ェート（acephate）、オルトラン、ジェイエース、アリアトール、イソキサチオン（Isoxathion）、カルホス、

カルモック、ネキリトン K、CVMP またはテトラクロルビンホス（tetrachrorvinphos）、ガードサイド、シ

ャレピンカラー、アザメチホス、アルファクロン、PAP、エルサン、パプチオン、プロチオホス、トクチ

オン、トヨダン、プロフェノホス、エンセダン、DMTP またはメチダチオン、スプラサイド 

 

３）搬出禁止物 

搬出禁止物とは、十分な処理技術が無い等の理由により、学内処理も外部委託処理もせず、当面保管

する物質を指す。 

具体的には以下の物質が排出禁止物に該当する。 

 ウラン含有廃棄物（放射性物質） 

 トリウム含有廃棄物（放射性物質） 

 その他の核燃料物質および核原料物質含有廃棄物（放射性物質） 

 タリウム含有廃棄物 

 オスミウム含有廃棄物 

 ベリリウム含有廃棄物 

＊ただし、タリウム、オスミウムおよびベリリウム含有廃棄物に関しては、学内での協議

により、安全かつ適切に処理が可能であることが、技術的に明らかと判断できるもので

あれば、外部委託処理を可能とする方針である。 

以下の廃棄物は、以前は搬出禁止物としていたが、処理施設の整備が進んだため、許可を持つ処理業

者に委託する物質とする。 

 PCB 含有廃棄物 

 アスベスト含有廃棄物 



 

 

６-４．部局担当掛 

(2017 年 4 月 1 日現在) 

部     局 有機廃液の外部委託処理 不用薬品等の外部委託処理 

医学研究科 
医学研究科 事務部 経営企画室 施設掛 

本部 16-4639/igakusisetu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 

医学研究科 事務部 経営企画室 安全衛生掛 

本部 16-4495/igakuanzen@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 

医学部附属病院 

医学・病院構内共通事務部 

経理・研究協力課 運営費・寄附金掛 

本部 16-9581/a40kifu-kansetsu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 

有機廃液に同じ 

医学部附属病院（ホルマリン） 
医学部附属病院 事務部 経理・調達課 契約掛 

病院 19-3026/070keiyaku@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 
  

工学研究科 
桂地区（工学研究科）事務部 管理課 資産管理掛 

桂 15-2027/090fsisan@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 
有機廃液に同じ 工学研究科附属流域圏 

総合環境質研究センター 

宇治地区 
宇治地区事務部 施設環境課 環境安全掛 

宇治 17-3397/uji.kankyo@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 
有機廃液に同じ 

農学研究科 
北部構内共通事務部 施設安全課 安全管理掛 

本部 16-2254/a60anzen@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 北部構内共通事務部 施設安全課 安全管理掛 

本部 16-3619/a60anzen@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 

フィールド科学教育研究センター 

（舞鶴水産実験所） 

理学研究科 
北部構内共通事務部 施設安全課 安全管理掛 

本部 16-3619/a60anzen@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 

薬学研究科 

南西地区共通事務部 総務課 総務掛 安全衛生担当 

病院 19-7105/A50anzen@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 
有機廃液に同じ 

ウイルス・再生医科学研究所 

iPS 細胞研究所 

アジア・アフリカ地域研究研究科 

東南アジア地域研究研究所 

生命科学研究科 
生命科学研究科事務部 総務掛 

本部 16-9248/150soumu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 
有機廃液に同じ 

地球環境学堂 
本部構内（理系）共通事務部 経理課 執行掛 

本部 16-5020/A20shikkou@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 本部構内（理系）共通事務部 経理課 執行掛 

本部 16-5020/A20shikkou@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 
エネルギー科学研究科 

エネルギー科学研究科事務部 総務掛 

本部 16-4871/energysoumu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 

人間・環境学研究科 
吉田南構内共通事務部 経理課 施設・安全掛 

本部 16-6722/A30shisetsuanzen@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 
有機廃液に同じ 

高等研究院 

（物質-細胞統合システム拠点） 

高等研究院事務部 施設管理掛 

本部 16-9745/ias-facilities@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 
有機廃液に同じ 

革新型蓄電池実用化促進 

基盤技術開発 

産官学連携本部 革新型蓄電池実用化促進基盤 

技術開発支援事務室 

宇治 17-4961/info-r@saci.kyoto-u.ac.jp 

有機廃液に同じ 

学際融合教育研究推進センター 

ナノテクノロジーハブ拠点 

事務本部 研究推進部 産官学連携課 産官学連携企画掛 

本部 16-5553/sanren-jinji@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 
有機廃液に同じ 

原子炉実験所 
原子炉実験所 事務部 契約管理掛 

熊取 18-3133/keiyaku@rri.kyoto-u.ac.jp 
有機廃液に同じ 

生態学研究センター 
生態学研究センター 総務掛 

077-549-8200 620/groupA@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 
有機廃液に同じ 

霊長類研究所 
霊長類研究所 事務部 総務掛 

0568-63-0512/soumu_reichou@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 
有機廃液に同じ 

 



昭和５４年５月１日 

達示第１１号制定 

(昭55達32題名改称) 

（趣旨） 

第１条 この規程は、京都大学及びその周辺地域の環境を保全するため、京都大学において排出す

る排出水・廃棄物の管理及び処理等（以下「排出水・廃棄物の管理等」という。）に関し必要な

事項を定めるものとする。 

(昭55達32改) 

（定義） 

第２条 この規程において「排出水・廃棄物」とは、別表第１に掲げる物であつて、放射性物質及

びこれにより汚染されたもの以外のものをいう。 

２ この規程において「特別管理廃棄物」とは、廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人

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として別表第１の特別

管理廃棄物欄に掲げるものをいう。 

３ この規程において「部局等」とは、各研究科、各研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各

センター等（国立大学法人京都大学の組織に関する規程（平成１６年達示第１号）第３章第７節

から第１１節まで（第４７条第１項に定める組織のうち図書館機構を除く。）に定める施設等を

いう。）並びに事務本部をいう。 

(昭 55達 32改・加・平 6達 15加・平 16達 116改) 

(平 17達 76・平 18達 39・平 19達 33・平 22達 36・平 23達 37・平 24達 31・平 25達 33・一部改

正) 

（総括者等） 

第３条 京都大学において排出する排出水・廃棄物の管理等に関しては、総長が総括する。 

２ 環境安全保健委員会は、京都大学において排出する排出水・廃棄物の管理等に関する基本的方

策について調査審議し、及び必要に応じて関係各部局等の間の連絡調整を行う。 

３ 環境安全保健機構（以下「機構」という。）は、廃液の集中処理装置を共同利用に供し、かつ、

必要に応じて京都大学において排出する排出水・廃棄物の管理等に関する指導助言を行う。 

(昭 55達 32・平 16達 134 改) 

(平 23達 37・一部改正) 

（部局等の長の職務） 

第４条 部局等の長（事務本部にあつては、総務担当の理事。以下同じ。）は、当該部局等に係る

排出水・廃棄物の管理等に関し、別表第２に掲げる事項を行う。 

２ 部局等の長は、必要に応じて所属職員のうちから排出水・廃棄物管理等担当者（以下「管理等

担当者」という。）を指名し、前項の職務（特別管理廃棄物に係るものを除く。）を補助させる

ことができる。 

３ 部局等の長は、当該部局等において生ずる特別管理廃棄物を適正に処理するため、廃棄物の処

理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１２条の２第８項に規定する特別管理

産業廃棄物管理責任者（以下「特別管理責任者」という。）を指名し、第１項の職務のうち、特

別管理廃棄物に係る職務を行わせるものとする。 

４ 部局等の長は、管理等担当者若しくは特別管理責任者を指名したとき又はその指名を解除した

ときは、遅滞なく、総長に報告するものとする。 

(昭 55達 32改・加・平元達 15改・平 6達 15改・加・平 16達 116改) 

(平 17達 76・平 18達 39・平 19 達 33・平 23達 37・一部改正) 

 （構内実験排水系管理委員会） 

第５条 本学に、別表第３に掲げる事業場を置く。 

２ 事業場内に複数の部局等があり、排水口や排水路を共用する場合には、別表第２の(1),(2)及

び(7)から(12)までのうち、排出水の管理等に関する事項について協議するため、当該事業場に

付１  京都大学排出水・廃棄物管理等規程 



 
 

構内実験排水系管理委員会を置く。 

３ 構内実験排水系管理委員会に委員長を置く。 

４ 委員長は、構内実験排水系管理委員会を招集し、議長となる。 

５ 構内実験排水系管理委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、関係する部局等の長の協議に

基づき定める。 
６ 部局等の長は、構内実験排水系管理委員会を設置したとき又は委員長を交代したときは、機構

を経て、総長に報告する。 

 

 

（貯留基準等の遵守） 

第６条 職員、学生等は、実験廃液等の処理に当たつては、総長が別に定める貯留基準・処理方法

のほか、当該部局等において定めるところに従い行うものとする。 

 

（細則） 

第７条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総長が定める。 

附 則 

この規程は、昭和５４年５月１日から施行する。 

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕 

附 則（平成８年達示第５２号） 

この規程は、平成８年５月１４日から施行し、平成８年５月１１日から適用する。 

ただし、改正規定中アフリカ地域研究センターに係る部分は、平成８年４月１日から適用する。 

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕 

附 則（平成１６年達示第１１６号） 

この規程は、平成１６年５月３１日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕 

附 則（平成１７年達示第７６号） 

この規程は、平成１７年１１月２９日から施行し、平成１７年１１月１日から適用する。 

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕 

附 則（平成２５年達示第３３号） 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成２９年１０月１日から施行する。 

 

  



 
 

別表第１（排出水・廃棄物） 

排出水 下水その他の排出水 

廃棄物 汚泥（ためます汚泥、廃液処理で生成した汚泥等） 

廃油（有機溶剤、機械油等） 

廃酸（硫酸、硝酸等） 

廃アルカリ（か性ソーダ、か性カリ等） 

廃プラスチック類（試薬容器、実験・医療器具等） 

ゴムくず 

金属くず（試薬容器、実験・医療器具等） 

ガラスくず及び陶磁器くず（試薬容器、実験・医療器具等） 

その他総長が定めるもの 

      

  特別管理

廃棄物 

PCBを使用した部

品 

（一般廃棄物である廃エアコンディショナー、廃テレビジ

ョン受信機、廃電子レンジから取り出されたもの） 

感染性一般廃棄物 （医学部附属病院等から排出される血液の付着したガー

ゼ等の感染性病原体が含まれ、又はそのおそれのある一般

廃棄物） 

引火性廃油 （産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類） 

強酸、強アルカリ （水素イオン濃度指数(pH)が２．０以下の廃酸、１２．５

以上の廃アルカリ） 

感染性産業廃棄物 （医学部附属病院等から排出される血液及び使用済み注

射針等の感染性病原体が含まれ、又はそのおそれのある産

業廃棄物） 

特定有害

産業廃棄

物 

廃PCB等・PCB汚染

物 

（廃PCB、PCBを含む廃油、PCBが塗布された紙

くず、PCBが付着し、若しくは封入された廃プ

ラスチック類又は金属くず） 

廃石綿等 （建築物から除去した、飛散性の吹き付け石

綿、石綿含有保温材及びその除去工事から排出

されるプラスチックシート等） 

廃水銀等 （廃水銀及び廃水銀化合物） 

重金属類等を含む

もの 

（カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素を廃棄物

の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４

６年厚生省令第３５号）で定める基準以上に含

むばいじん、燃え殻、又は水銀、カドミウム、

鉛、有機リン、六価クロム、ヒ素、シアン化合

物、PCBを廃棄物の処理及び清掃に関する法律

施行規則で定める基準以上に含む汚泥、廃酸、

廃アルカリ等） 

有機塩素化合物等

を含むもの 

（有機塩素化合物等を廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行規則で定める基準以上に含

む汚泥、ばいじん、燃え殻、廃油、廃酸、廃ア

ルカリ等） 

その他総長が定めるもの 

備考 この表において「一般廃棄物」、「産業廃棄物」又は「特定有害産業廃棄物」とは、それ

ぞれ廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２条第２項、第４項又は廃棄物の処理及び清掃に関

する法律施行令（昭和４６年政令第３００号）に規定する一般廃棄物、産業廃棄物又は特定有

害産業廃棄物をいう。(昭55達32本表加・平6達15改) 

  



 
 

別表第２（排出水・廃棄物の管理等に関し部局等の長の行うべき事項） 

(1) 当該部局等の排出口から排出する排出水について下水道法（昭和３３年法律第７９号）第

１２条の１２及び水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）第１４条第１項の規定に基

づき、水質測定又は汚染状態の測定を行い、かつ、その結果を記録し、保存すること。 

(2) 当該部局等の水質汚濁防止法第２条第２項に規定する特定施設及び同法第５条第３項に規定

する有害物質貯蔵指定施設の構造及び使用方法並びにその付帯設備（床面、配管、排水溝な

ど）について水質汚濁防止法施行規則（昭和４６年総理府・通商産業省令第２号）第８条の

７第２号の規定に基づき、管理要領を定め、定期に点検し、かつ、その結果を記録し、保存

すること。 

(3) 当該部局等における実験廃液等の処理について定めること。 

(4) 当該部局等における廃棄物について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条第１３項

において準用する第７条第１５項及び第１６項の規定に基づき、その処理等の結果を記録し、

保存すること。 

(5) 当該部局等における特別管理廃棄物の処理計画を定め、必要に応じて管理規程を定めるこ

と。 

(6) 当該部局等における特別管理廃棄物の処理状況を常に把握し、処理に関する記録の作成及

び保存を行うこと。 

(7) 当該部局等の排水口における排出水の水質又は汚染状態が下水道法第１２条の２又は水質

汚濁防止法第３条の規定による排水基準（以下「排水基準」という。）に適合しないと認めら

れるときは、直ちに、排水基準に適合させるために必要な措置（下水道法第１２条の除害施設

（以下「除害施設」という。）の設置を含む。）を講ずること。 

(8) 当該部局等の排水路を必要に応じて清掃し、排水路の汚泥を採取すること。 

(9) (8)により採取された汚泥その他当該部局等における排出水以外の廃棄物を安全に管理し、

又は無害化するための処理等を行うこと。 

(10) 次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる事項を機構を経て総長に報告すること。 

（ア）(1)の水質測定又は汚染状態の測定の結果につき報告を求められたとき その測定記録 

（イ）(2)の特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の構造及び使用方法並びにその付帯設備（床

面、配管、排水溝など）の定期点検の結果につき報告を求められたとき その点検記録 

（ウ）(5)の特別管理廃棄物の処理計画又は管理規程につき報告を求められたとき その処理

計画及び管理規程 

（エ）(6)の特別管理廃棄物の処理に関する記録につき報告を求められたとき その記録及び

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条の３第１項に規定する産業廃棄物管理票 

（オ）(7)の排出水の水質又は汚染状態が排水基準に適合しないと認められるとき その事実

及びこれについて講じた措置 

（カ）前各号のほか、排出水・廃棄物の管理等に係る事項について報告を求められたとき  

その事項 

(11) 次の各号の一に該当するときは、あらかじめ所定の事項を機構を経て総長に届け出ること。 

（ア） 当該部局等において特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の新設、廃止又は構造等の変

更を行おうとするとき。 

（イ） 当該部局等において除害施設を設けようとするとき。 

（ウ） 当該部局等において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条又は第１５条に規定す

る廃棄物処理施設の新設又は構造等の変更を行おうとするとき。 

(12) その他当該部局等の排出水・廃棄物の管理等に必要な業務 

(昭 55達 32改・加・旧別表第 2下・平 6達 15改・削・加・平 16達 116旧別表第 3上) 

(平 23達 37・一部改正)  



 
 

別表第３（事業場） 

(1) 北部構内事業場 

(2) 本部構内事業場 

(3) 吉田南構内事業場 

(4) 西部構内事業場 

(5) 医学部構内事業場 

(6) 薬学部構内事業場 

(7) 病院構内事業場（病院東・病院西構内） 

(8) 関田南構内事業場 

(9) 宇治事業場 

(10) 桂事業場 

(11) 熊取事業場 

(12) 犬山事業場 

(13) 大津事業場 

 



平成１８年３月７日 

総長裁定制定 

（趣旨） 

第１条 この要項は、京都大学排出水・廃棄物管理等規程（昭和５４年達示第１１号。以下

「規程」という。）第７条の規定に基づき、実験廃液・廃棄物（京都大学の教育研究活動

で発生する排出水・廃棄物のうち、一部又は全部に特別管理廃棄物を含む実験廃液及び廃

棄物をいう。ただし、実験廃液にあっては化学物質を含むものに限る。以下同じ。）の管

理及び処理等の実施に関し必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要項において、「排出水・廃棄物」、「特別管理廃棄物」又は「部局等」とは、

それぞれ規程第２条各項に規定するものをいう。 

（特別管理責任者の指名に係る報告） 

第３条 規程第４条第４項に規定する特別管理責任者の指名に係る報告は、別記様式により行

うものとする。 

（貯留基準） 

第４条 規程第６条の総長が定める実験廃液の貯留基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第１２条の２又は水質汚濁防止法（昭和４５年法

律第１３８号）第３条の規定による排水基準を満たさない実験廃液は、下水道に排出せず、

貯留する。 

(2) 実験廃液は、性状別に容器に貯留する。 

(3) 実験廃液のうち、無機廃液は、別表の貯留区分に従い、性状別にそれぞれ指定容器欄に

掲げる容器に貯留する。 

(4) 実験廃液のうち、有機廃液（可燃性の有機廃液又は有機物を含んだ廃希薄水溶液）は、

学外の産業廃棄物処理業者との廃棄物処理委託契約に従い、分別貯留する。 

(5) 実験で使用した実験器具を洗浄するときは、原則として三次洗浄廃液までは下水道に排

出せず、性状別に容器に貯留する。 

（処理方法） 

第５条 規程第６条の総長が定める実験廃液・廃棄物の処理方法は、次の各号に掲げるとおり

とする。 

(1) 部局等の長が環境安全保健機構（以下「機構」という。）にその処理を依頼した実験

廃液のうち、無機廃液について別表に定める適合基準を満たすもの 機構における学内

処理 

(2) 部局等の長が機構にその処理を依頼した実験廃液・廃棄物（前号に掲げる実験廃液を

除く。）のうち、機構長が外部委託が適切であると認めるもの 機構が学外の産業廃棄

物処理業者に処理を委託 

(3) 部局等の長が当該部局等での外部委託が適切であると認める実験廃液・廃棄物のうち、

機構長の確認を得たもの 部局等が学外の産業廃棄物処理業者に処理を委託 

２ 前項第１号及び第２号の処理に係る手続は、機構長が定める。 

３ 第 1項第１号及び第２号の処理を行うに当たって、実験廃液・廃棄物の発生部局等は、処

理した実験廃液・廃棄物の量に応じて、機構長が定める経費を負担するものとする。 

(平 23.3.28裁・一部改正) 

（指導員） 

第６条 実験廃液・廃棄物の発生部局等の長は、前条第１項各号に掲げる処理を行うときは、

当該処理方法の種類に応じ、次の各号に掲げる指導員若干名を置くものとする。 

付２　京都大学実験廃液・廃棄物の管理及び処理等の実施に関する要項 



(1) 第１号の処理 廃液処理指導員 

(2) 第２号及び第３号の処理 廃液・廃棄物情報管理指導員 

２ 前項各号に掲げる指導員は、それぞれ機構が実施する講習を受けた者のうちから、当該部

局等の長が指名する。 

(平 23.3.28裁・一部改正) 

（外部委託処理に係る報告） 

第７条 部局等の長は、実験廃液・廃棄物の処理を学外の産業廃棄物処理業者に委託したとき

は、機構長が別に定める様式により記録を作成する。 

２ 部局等の長は、前項の規定により作成した記録について、一の年度（４月１日から３月３

１日までをいう。）分を一括して、翌年度４月末日までに、総長に報告するものとする。 

（部局等の長への委任） 

第８条 実験廃液・廃棄物の発生部局等における第５条第１項第３号の処理に係る手続その他

部局等におけるこの要項の実施に関し必要な事項は、当該部局等の長が定める。 

（その他） 

第９条 この要項に定めるもののほか、実験廃液・廃棄物の管理及び処理等の実施に関し必要

な事項は、機構長が定める。 

(平 23.3.28裁・一部改正) 

附 則 

1 この要項は、平成１８年３月７日から実施する。 

2 京都大学環境保全センター廃液処理装置暫定利用要項（昭和５２年５月６日総長裁定）は、

廃止する。 

附 則(平成２３年３月総長裁定) 

この要項は、平成２３年４月１日から実施する。 

  附 則 

この要項は、平成２９年１０月１日から実施する。 

 



別表 

 (無機廃液の適合基準) 

廃液系別 貯留区分（*1） 指定容器 適合基準（*2） 

水銀系廃液 有機水銀 機構指定の 20L

ポリ容器(灰色) 

・金属水銀や固形のアマル

ガムなどを含まないこと 

・有機水銀系では、特に塩

化物の混入を避けること 

無機水銀 同上 

シアン系廃液 シアン錯化合物 同上 ・常にアルカリ性に保ち、

酸性廃液に混入しないこと 

・可能な限り原点処理を行

うこと 

シアン化物 同上 

リン酸系廃液 リン酸塩 同上 ・可能な限り重金属の混入

を避けること 

フッ素系廃液 フッ素化合物 同上 ・可能な限り重金属の混入

を避けること 

一般重金属系廃液 一般重金属 機構指定の 20L

ポリ容器(青色) 

・ベリリウム、オスミウ

ム、タリウムその他健康障

害をおこす金属の塩類を含

まないこと 

・カコジル酸の混入は避け

ること 

・有機物、リン酸、ケイ

酸、アンモニアの混入は、

できるだけ避けること 

酸 同上 

アルカリ 同上 

 

*1：表中 2つ以上の貯留区分に該当する場合は、多重の処理を要する。 

*2：表中の適合基準欄に掲げるもののほか、すべての貯留区分に共通する適合基準として、

以下を満たすこと 

・処理の障害となる有機化合物を含まないもの 

・著しい悪臭を持たないもの 

・著しく発泡する物質を含まないもの 

・沈殿、懸濁粒子又は金属水銀を含まないもの 

・ベリリウム、セレン、タリウム、オスミウムの化合物を含まないもの 

・危険・猛毒物質（ニッケルカルボニル、アルキルアルミニウム等）を含まないもの 

・それ自身で又は混合によって爆発又は発火するおそれのないもの 

  



様式 

平成  年  月  日 

 

特別管理責任者設置届 

 

 京都大学総長 殿 

 

部 局 等 の 長  

氏 名  

 この度、本研究科(研究所等)に特別管理責任者を設置しましたので、報告します。 

特 別 管 理 責 任 者 

氏 名 

  

所 属 部 局 等   

処 理 対 象 部 局 等   

処 理 対 象 専 攻 等   

任 命 期 間   

管 轄 す る 特 別 管 理 

廃 棄 物 の 種 類 

  

そ の 他 特 記 事 項   

 

(備考) 

1 「処理対象部局等」及び「処理対象専攻等」は当該特別管理責任者が責任を負う特別管理

廃棄物の排出元のことである。 

2 「管轄する特別管理廃棄物の種類」については、廃酸、廃アルカリ、廃油、汚泥、PCB、石

綿、水銀、感染性廃棄物の中から記載する。 

3 本届出と同時に当該部局等の監督官庁に特別管理産業廃棄物管理責任者(設置・変更)報告

書を提出して下さい。 

 



 

 付３ 京都大学に適用される排水基準           

*   アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素 
**  ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設設置者 

 

項    目 本部地区 宇治地区 熊取地区 犬山地区 

  

環 

境 

項 

目 

等 

温度(℃) 45 未満 45 未満 45 未満 45 未満 

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素，亜硝酸性窒素及び硝酸
性窒素含有量 (mg/L) 

  100 未満* 380 未満 

水素イオン濃度 5 を超え 9 未満 5 を超え 9 未満 5.8 を超え 8.6 未満 5 を超え 9 未満 

生物化学的酸素要求量 (mg/L) 600 未満 600 未満 30 未満 600 未満 

浮遊物質量 (mg/L) 600 未満 600 未満 100 未満 600 未満 

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ
抽出物質
含有量 

(ｲ)鉱油類含有量(mg/L) 5 以下 5 以下 4 以下 5 以下 

(ﾛ)動植物油脂類含有量 
   (mg/L) 

30 以下 30 以下 20 以下 30 以下 

窒素含有量 (mg/L) 240 未満  120 以下 240 未満 

リン含有量 (mg/L) 32 未満  16 以下 32 未満 

ヨウ素消費量 (mg/L) 220 未満 220 未満   

フェノール類 (mg/L) 1 以下 1 以下 5 以下 5 以下 

銅及びその化合物 (mg/L) 3 以下 3 以下 3 以下 3 以下 

亜鉛及びその化合物 (mg/L) 2 以下 2 以下 2 以下 2 以下 

鉄及びその化合物（溶解性） (mg/L) 10 以下 10 以下 10 以下 10 以下 

マンガン及びその化合物 (mg/L) 10 以下 10 以下 10 以下 10 以下 

クロム及びその化合物 (mg/L) 2 以下 2 以下 2 以下 2 以下 

ニッケル含有量 (mg/L) 2 以下 2 以下   

 
 

 

有 

害 

物 

質 

カドミウム及びその化合物 (mg/L) 0.03 以下 0.03 以下 0.03 以下 0.03 以下 

シアン化合物 (mg/L) 0.5 以下 0.8 以下 1 以下 1 以下 

有機リン化合物 (mg/L) 0.5 以下 0.8 以下 1 以下 1 以下 

鉛及びその化合物 (mg/L) 0.1 以下 0.08 以下 0.1 以下 0.1 以下 

六価クロム化合物 (mg/L) 0.25 以下 0.4 以下 0.5 以下 0.5 以下 

ヒ素及びその化合物 (mg/L) 0.1 以下 0.08 以下 0.1 以下 0.1 以下 

水銀及びその化合物 (mg/L) 0.005 以下 0.005 以下 0.005 以下 0.005 以下 

アルキル水銀化合物 (mg/L) 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 

PCB (mg/L) 0.003 以下 0.003 以下 0.003 以下 0.003 以下 

トリクロロエチレン (mg/L) 0.3 以下 0.3 以下 0.3 以下 0.3 以下 

テトラクロロエチレン (mg/L) 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 

ジクロロメタン (mg/L) 0.2 以下 0.2 以下 0.2 以下 0.2 以下 

四塩化炭素 (mg/L) 0.02 以下 0.02 以下 0.02 以下 0.02 以下 

1,2-ジクロロエタン (mg/L) 0.04 以下 0.04 以下 0.04 以下 0.04 以下 

1,1-ジクロロエチレン (mg/L) 1 以下 1 以下 1 以下 1 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)  0.4 以下 0.4 以下 0.4 以下 0.4 以下 

1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) 3 以下 3 以下 3 以下 3 以下 

1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) 0.06 以下 0.06 以下 0.06 以下 0.06 以下 

1,3-ジクロロプロペン (mg/L) 0.02 以下 0.02 以下 0.02 以下 0.02 以下 

チウラム (mg/L) 0.06 以下 0.06 以下 0.06 以下 0.06 以下 

シマジン (mg/L) 0.03 以下 0.03 以下 0.03 以下 0.03 以下 

チオベンカルブ (mg/L) 0.2 以下 0.2 以下 0.2 以下 0.2 以下 

ベンゼン (mg/L) 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 

セレン及びその化合物 (mg/L) 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 

ホウ素およびその化合物 (mg/L) 10 以下 1 以下 10 以下 10 以下 

フッ素およびその化合物 (mg/L) 8 以下 15 以下 8 以下 8 以下 

1,4-ジオキサン 0.5 以下 0.5 以下 0.5 以下 0.5 以下 

ダイオキシン類 (pgTEQ/L) 10 以下**   10 以下** 

備考 

 2000 m3/日以上 
京都市下水道 

500～2000 m3/日 
宇治市下水道 
 

500～2000 m3/日 
 

500 m3/日未満 
五条川左岸流域 
下水道 



(2017.07更新)
特　定　毒　物　

特　定　毒　物 別名、物質（例） Synonym CAS

1 オクタメチルピロホスホルアミド及びこれを含有する製剤 シュラーダン Schradan 152-16-9

2
ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチ
オン)及びこれを含有する製剤

パラチオン Parathion 56-38-2

3
ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト及びこ
れを含有する製剤

メチルジメトン Demeton-methyl
8022-00-2
(O):867-27-6
(S):919-86-8

4
ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホス
フェイト及びこれを含有する製剤

ホスファミドン Phosphamidon 13171-21-6

5
ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト及びこれを
含有する製剤

メチルパラチオン
Parathion-
methyl

298-00-0

6 テトラエチルピロホスフェイト及びこれを含有する製剤 TEPP TEPP 107-49-3

モノフルオロ酢酸 Fluoroacetic acid 144-49-0
モノフルオロ酢酸ナト
リウム

62-74-8

8 モノフルオール酢酸アミド及びこれを含有する製剤 フルオルアセトアミド
Monofluoroaceta
mide

640-19-7

四アルキル鉛
テトラメチル鉛、四メ
チル鉛

75-74-1

エチル鉛、四エチル鉛 78-00-2

10 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤 リン化アルミニウム 20859-73-8

毒　物（毒物及び劇物取締法　別表第一で指定されている毒物）　

毒　物 別名、物質（例） Synonym CAS
1

2

3

4

5

6

7 シアン化水素 74-90-8

8 シアン化ナトリウム シアン化ソーダ 143-33-9

9

10

11

12

13

14

15 水銀 7439-97-6

16 セレン 7782-49-2

17 チオセミカルバジド 79-19-6

18

19

20

21 砒素 ヒ素 7440-38-2

22

23

24

25

26
三硫化リン、三硫化四
リン

Tetraphosphoru
s trisulfide

1314-85-8

五硫化リン、五硫化二
リン

Phosphorus
sulfide

1314-80-3

毒　物（毒物及び劇物指定令で指定されている毒物）　

毒　物 別名、物質（例） Synonym CAS

1
アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤
（但し、0.1％以下を含有する物を除く）

26628-22-8

１の２ 亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する製剤 2-propyl nitrite 541-42-4

１の３ 亜硝酸ブチル及びこれを含有する製剤 亜硝酸ｎ－ブチル
Nitrous acid
butyl ester

544-16-1

１の４
アバメクチン及びこれを含有する製剤
（但し、1.8％以下は劇物）

71751-41-2　アベルメ
クチンB1a：65195-55-
3　　　アベルメクチン
B1b：65195-56-4

１の５ 3-アミノ-1-プロペン及びこれを含有する製剤 アリルアミン Allylamine 107-11-9

１の６ アリルアルコール及びこれを含有する製剤 107-18-6

1の7

アルカノールアンモニウム-2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプ
ロピル)-フェノラート及びこれを含有する製剤
(但し、トリエタノールアンモニウム-2,4-ジニトロ-6-
（1-メチルプロピル）-フェノラート及びこれを含有する
製剤を除く)

ジノセブ(DNBP)のア
ルカノールアミン塩

１の８
O-エチル-O-(2-イソプロポキシカルボニルフェニル)-N-
イソプロピルチオホスホルアミド及びこれを含有する製剤
（但し、5%以下は劇物）

イソフェンホス Isofenphos 25311-71-1

　指定令　25　　ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)及びこれを含有する製剤

　指定令　26　　ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド及びこれを含有する製剤

　指定令　27　　モノフルオール酢酸及びその塩類及びこれらを含有する製剤［特定毒物］

　指定令　28　　モノフルオール酢酸アミド及びこれを含有する製剤［特定側物］

27 硫化燐

　指定令　16　　ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)及びこれを含有する製剤［特定毒物］

　指定令　19　　テトラエチルピロホスフェイト及びこれを含有する製剤［特定毒物］

　指定令　20　　ニコチン及びこれを含有する製剤

　指定令　22　　ニッケルカルボニル及びこれを含有する製剤

　指定令　24　　弗化水素及びこれを含有する製剤

　指定令　10　　ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)及びこれを含有する製剤［特定毒物］

　指定令　11　　ジニトロクレゾール及びこれを含有する製剤

　指定令　13　　2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノール及びこれを含有する製剤。（但し、2%以下は劇物）

　指定令　14　　ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びこれを含有する製剤［特定毒物］
　指定令　15　　ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイト（別名ホスファミドン）及びこれを含有する製剤
［特定毒物］

　指定令　3　 　 黄燐及びこれを含有する製剤

　指定令　4　　 オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン及びこれを含有する製剤

　指定令　5　  　オクタメチルピロホスホルアミド(別名シュラ－ダン)及びこれを含有する製剤［特定毒物］

　指定令　6　  　クラ－レ及びこれを含有する製剤

　指定令　7　  　四アルキル鉛及びこれを含有する製剤［特定毒物］

7
モノフルオール酢酸及びその塩類及びこれらを含有する製
剤

9 四アルキル鉛及びこれを含有する製剤

　指定令　2　  　エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイトを含有する製剤(但し、1.5%以下は劇薬）

付４　毒物及び劇物リスト



毒　物 別名、物質（例） Synonym CAS

１の９
O-エチル=S,S-ジプロピル=ホスホロジチオアート及びこ
れを含有する製剤（但し、5%以下は劇物）

エトプロホス Ethoprophos 13194-48-4

2
エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト及
びこれを含有する製剤
(但し、1.5%以下は劇薬）

EPN EPN 2104-64-5

２の２
N-エチル-メチル-(2-クロル-4-メチルメルカプトフェニ
ル)-チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤

アミドチオエート Amidothioate 54381-26-9

２の３ 塩化ベンゼンスルホニル及びこれを含有する製剤
ベンゼンスルホニルク
ロリド

98-09-9

2の4 塩化ホスホリル及びこれを含有する製剤 オキシ塩化リン
Phosphoryl
chloride

10025-87-3

3 黄燐及びこれを含有する製剤 黄リン、白リン
White
phosphorus

12185-10-3

4
オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン及びこれを含有
する製剤

テロドリン Isobenzan 297-78-9

5
オクタメチルピロホスホルアミド及びこれを含有する製剤
［特定毒物］

シュラーダン Schradan 152-16-9

5の2 オルトケイ酸テトラメチル及びこれを含有する製剤 681-84-5

6 クラーレ及びこれを含有する製剤 8063-06-7

6の2 クロトンアルデヒド及びこれを含有する製剤 4170-30-3

6の3 クロロアセトアルデヒド及びこれを含有する製剤
2-
Chloroacetaldeh
yde

107-20-0

6の4 クロロ酢酸メチル及びこれを含有する製剤 96-34-4

6の5 1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン及びこれを含有する製剤 97-00-7

6の6 クロロ炭酸フェニルエステル及びこれを含有する製剤 1885-14-9

6の7 3-クロロ-1,2-プロパンジオール及びこれを含有する製剤
96-24-2
(S):60827-45-4
(R):57090-45-6

6の8 （クロロメチル）ベンゼン及びこれを含有する製剤 100-44-7

6の9 五塩化燐及びこれを含有する製剤 五塩化リン 10026-13-8

6の10 三塩化硼素及びこれを含有する製剤 塩化ホウ素 Boron chloride 10294-34-5

6の11 三塩化燐及びこれを含有する製剤 三塩化リン 7719-12-2

6の12 三弗化硼素及びこれを含有する製剤 フッ化ホウ素 Boron fluoride 7637-07-2

6の13 三弗化燐及びこれを含有する製剤 三フッ化リン 7783-55-3

6の14 ジアセトキシプロペン及びこれを含有する製剤
1,1-Diacetoxy-
2-propene

869-29-4

四アルキル鉛
テトラメチル鉛、四メ
チル鉛

75-74-1

エチル鉛、四エチル鉛 78-00-2
シアン化銅酸ナトリウ
ム

14264-31-4

シアン化白金バリウム 562-81-2

シアン化カドミウム 542-83-6
青酸カリ、シアン化カ
リウム

151-50-8

シアン化カルシウム 592-01-8
シアン化コバルトカリ
ウム

13963-58-1

シアン化銅酸カリウム 13682-73-0

シアン化亜鉛(II ) 557-21-1

シアン化鉛 592-05-2

シアン化銀 506-64-9
シアン化第一金カリウ
ム

13967-50-5

シアン化第二水銀 592-04-1

シアン化第一銅 544-92-3
シアン化ニッケルカリ
ウム

14220-17-8

9
ジエチル-S-(エチルチオエチル)-ジチオホスフェイト及び
これを含有する製剤
(但し、5％以下は劇物）

ジスルホトン Disulfoton 298-04-4

9の2
ジエチル-S-(2-クロル-1-フタルイミドエチル)-ジチオホ
スフェイト及びこれを含有する製剤

ジアリホール Dialifos 10311-84-9

9の3
ジエチル-(1,3-ジチオシクロペンチリデン)-チオホスホル
アミド及びこれを含有する製剤
(但し、５％以下は劇物）

2-(ジエトオキシホス
フィノチオイルイミ
ノ)-1,3-ジチオレン

Phosfolan 333-29-9

9の4
ジエチルパラジメチルアミノスルホニルフェニルチオホス
フェイト及びこれを含有する製剤

3078-97-5

10
ジエチルパラニトロフェニルチオホス
フェイト及びこれを含有する製剤［特定毒物］

パラチオン Parathion 56-38-2

10の2
ジエチル-4-メチルスルフィニルフェニル-チオホスフェイ
ト及びこれを含有する製剤
（但し、３％以下は劇物）

Fensulfothion 115-90-2

10の3 1,3-ジクロロプロパン-2-オール及びこれを含有する製剤 96-23-1

10の4
2,3-ジシアノ-1,4-ジチアアントラキノン及びこれを含有
する製剤
（但し、５０％以下は劇物）

ジチアノン 3347-22-6

11 ジニトロクレゾール及びこれを含有する製剤

4,6-ジニトロオルトク
レゾール
ジニトロオルトクレ
ゾール

DNOC
534-52-1
1335-85-9

7 四アルキル鉛及びこれを含有する製剤［特定毒物］

8

無機シアン化合物無機シアン化合物
（但し、次に掲げるものを除く）
イ　紺青及びこれを含有する製剤
ロ　フェリシアン塩及びこれを含有する製剤
ハ　フェロシアン塩及びこれを含有する製剤



毒　物 別名、物質（例） Synonym CAS

12 ジニトロクレゾール塩類及びこれを含有する製剤
4,6-ジニトロオルトク
レゾールナトリウム

Sodium 4,6-
dinitro-o-cresol

2312-76-7

12の2 ジニトロフェノール及びこれを含有する製剤 Phenol, dinitro- 25550-58-7

13
2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノール及びこ
れを含有する製剤　（但し、2%以下は劇物）

ジノセブ Dinoseb 88-85-7

13の2
2-ジフェニルアセチル-1,3-インダンジオン 及びこれを含
有する製剤 （但し、0.005%は劇物）

ダイファシノン Diphacinone 82-66-6

13の3 四弗化硫黄及びこれを含有する製剤 フッ化イオウ Sulfur fluoride 7783-60-0

13の4 ジボラン及びこれを含有する製剤 ボロエタン Boroethane 19287-45-7

13の5
ジメチル-(イソプロピルチオエチル)-ジチオホスフェイト
及びこれを含有する製剤
（但し、４％以下は劇物）

イソチオネート Isothionate 36614-38-7

14
ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト及びこ
れを含有する製剤［特定毒物］

メチルジメトン Demeton-methyl 8022-00-2

15
ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホス
フェイト及びこれを含有する製剤［特定毒物］

ホスファミドン Phosphamidon 13171-21-6

パラコートジメチルス
ルフェート

Paraquat 2074-50-2

パラコート Paraquat 4685-14-7
パラコートジクロライ
ド

Paraquat 1910-42-5

16
ジメチルパラニトロフェニルチオホス
フェイト及びこれを含有する製剤［特定毒物］

メチルパラチオン
Parathion-
methyl

298-00-0

16の2 1,1-ジメチルヒドラジン及びこれを含有する製剤 57-14-7

16の3
2,2-ジメチルプロパノイルクロライド及びこれを含有する
製剤

トリメチルアセチルク
ロライド
ピバロイルクロライド
塩化ピバロイル

3282-30-2

16の4
2,2-ジメチル-1,3-ベンゾジオキソール-4-イル-N-メチ
ルカルバマート及びこれを含有する製剤（但し、5%以下
は劇物）

ベンダイオカルブ Bendiocarb 22781-23-3

チメロサール、エチル
水銀チオサリチル酸ナ
トリウム

54-64-8

硝酸水銀(I)、硝酸第一
水銀

10415-75-5

チオシアン酸水銀(II)、
チオシアン酸第二水銀

592-85-8

シアン化水銀(II)、シア
ン化第二水銀

592-04-1

オキシシアン化水銀
(II)、オキシシアン化第
二水銀

1335-31-5

塩化水銀（II)、塩化第
二水銀

7487-94-7

ヨウ化水銀(II)、ヨウ化
第二水銀

7774-29-0

硝酸水銀(II)、硝酸第二
水銀

10045-94-0

臭化水銀(II)、臭化第二
水銀

7789-47-1

酸化水銀(I)、酸化第一
水銀

Mercurous oxide 15829-53-5

酸化水銀(II)、酸化第二
水銀
(但し、5％以下は劇
物）

21908-53-2

酢酸水銀(II)、酢酸第二
水銀

1600-27-7

酢酸水銀(I)、酢酸第一
水銀

631-60-7

酢酸フェニル水銀、ア
セタト(フェニル)水銀
(II)

62-38-4

ストリキニーネ
57-24-9

硝酸ストリキニーネ 66-32-0
カドミウムレッド、硫
セレン化カドミウム

12214-12-9

亜セレン酸バリウム 13718-59-7
亜セレン酸ナトリウム
(5水和物)

26970-82-1

亜セレン酸ナトリウム 10102-18-8
六フッ化セレン、フッ
化セレン(VI)

7783-79-1

セレン酸 7783-8-6

セレン化鉄 1310-32-3
水素化セレニウム、セ
レン化水素

7783-7-5

無水亜セレン酸、二酸
化セレン

7446-8-4

19
テトラエチルピロホスフェイト及びこれを含有する製剤
［特定毒物］

TEPP TEPP 107-49-3

19の2

2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-
(1RS,3RS)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペ
ニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート及び
これを含有する製剤
（但し、0.5%以下は劇物）

テフルトリン Tefluthrin 79538-32-2

17

水銀化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に揚げる
ものを除く。

イ　アミノ塩化第二水銀及びこれを含有する製剤
ロ　塩化第一水銀及びこれを含有する製剤
ハ　オレイン酸水銀及びこれを含有する製剤
ニ　酸化水銀5%以下を含有する製剤
ホ　沃化第一水銀及びこれを含有する製剤
ヘ　雷酸第二水銀及びこれを含有する製剤
ト　硫化第二水銀及びこれを含有する製剤

17の2
ストリキニーネ及びその塩類及びこれらのいずれかを含有

する製剤

18

セレン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に揚げ
るものを除く。

イ　亜セレン酸0.0082％以下を含有する製剤
（2017/7/1より）
ロ　亜セレン酸ナトリウム0.00011%以下を含有する製
剤
ハ　硫黄、カドミウム及びセレンから成る焼結した物質並
びにこれを含有する製剤
ニ　ゲルマニウム、セレン及び砒素から成るガラス状態の
物質並びにこれを含有する製剤
ホ　セレン酸ナトリウム0.00012%以下を含有する製剤

15の2
1,1'-ジメチル-4,4'-ジピリジニウムヒドロキシド及びその
塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤



毒　物 別名、物質（例） Synonym CAS

19の3
テトラメチルアンモニウム＝ヒドロキシド及びこれを含有
する製剤

75-59-2

19の4
1-ドデシルグアニジニウム＝アセタート及びこれを含有す
る製剤
（但し、65%以下は劇物）

ドジン、ドダイン Dodine 2439-10ｰ3

19の5 トリブチルアミン及びこれを含有する製剤 102-82-9

19の6
ナラシン及びその塩類及びこれらのいずれかを含有する製
剤
（但し、10％以下は劇物）

4-
Methylsalinomyci
n

55134-13-9

20 ニコチン及びこれを含有する製剤 54-11-5

21 ニコチン塩類及びこれを含有する製剤 硫酸ニコチン 65-30-5

22 ニッケルカルボニル及びこれを含有する製剤
テトラカルボニルニッ
ケル

13463-39-3

2 22の2
S,S-ビス（1-メチルプロピル）=O-エチル=ホスホロジチ
オアート及びこれを含有する製剤
（但し、10%以下は劇物）

カズサホス Cadusafos 95465-99-9

ヒ酸石灰

ヒ酸鉄 10102-49-5

ヒ酸銅 10103-61-4

フッ化ヒ酸石灰 17068-86-9
フッ化ヒ素(III)、三フッ
化ヒ素

7784-35-2

フッ化ヒ素(V)、五
フッ化ヒ素

7784-36-3

ヘキサフルオロヒ酸リ
チウム

29935-35-1

亜ヒ酸、三酸化ヒ素 Arsenic trioxide 1327-53-3

亜ヒ酸カリウム 10124-50-2
亜ヒ酸カルシウム、亜
ヒ酸石灰

27152-57-4

亜ヒ酸ナトリウム、亜
ヒ酸ソーダ

7784-46-5

五塩化ヒ素、塩化第二
ヒ素

22441-45-8

パリスグリーン
Schweinfurt
green

12002-03-8

三塩化ヒ素、塩化第一
ヒ素

7784-34-1

ヒ酸ナトリウム、第三
ヒ酸ナトリウム

13464-38-5

ヒ酸カルシウム 7778-44-1

ヒ酸カリウム 7784-41-0

ヒ酸(1/2水和物) 7774-41-6

ヒ化水素、アルシン Arsenic hydride 7784-42-1

亜ヒ酸鉛 10031-13-7

硫化第二ヒ素 Orpiment 1303-33-9

硫化第一ヒ素 1303-32-8
四硫化四ヒ素、一硫化
ヒ素

12279-90-2

五酸化二ヒ素、無水ヒ
酸

Arsenic
anhydride

1303-28-2

ヒ酸水素二ナトリウ
ム、第ニヒ酸ナトリウ
ム

7778-43-0

ヒ酸マンガン 7784-38-5

ヒ酸亜鉛 13464-44-3

ヒ酸鉛 7784-40-9

23の2 ヒドラジン 302-01-2

23の3

ブチル=2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イル
=N,N'-ジメチル-N,N'-チオジカルバマート及びこれを含有
する製剤
（但し、５％以下は劇物）

フラチオカルブ 65907-30-4

フッ化水素、無水フッ
化水素酸
フッ化水素酸、フッ酸

24の2 弗化スルフリル及びこれを含有する製剤 フッ化スルフリル
Sulfuric
oxyfluoride

2699-79-8

24の3 フルオロスルホン酸及びこれを含有する製剤 7789-21-1
459-02-9
(S):788123-23-9
(R):72522-20-4
64609-06-9
(S):127515-13-3
(R):72522-24-8

24の4
1-(4-フルオロフェニル)プロパン-2-アミン及びその塩類
及びこれらのいずれかを含有する製剤

23

砒素化合物及びこれを含有する製剤

イ　ゲルマニウム、セレンおよび砒素からなるガラス状態
の物質並びにこれを含有する製剤
ロ　砒化インジウム及びこれを含有する製剤
ハ　砒化ガリウム及びこれを含有する製剤
ニ　メタンアルソン酸カルシウム及びこれを含有する製剤
ホ　メタンアルソン酸鉄及びこれを含有する製剤

24 弗化水素及びこれを含有する製剤 7664-39-3



毒　物 別名、物質（例） Synonym CAS

24の5　

7-ブロモ-6-クロロ-3-〔3-〔(2R,3S)-3-ヒドロキシ-
2-ピペリジル〕-2-オキソプロピル〕-4(3H)-キナゾリノ
ン、7-ブロモ-6-クロロ-3-〔3-〔(2S,3R)-3-ヒドロキ
シ-2-ピペリジル〕-2-オキソプロピル〕-4(3H)-キナゾ
リノン及びこれらの塩類並びにこれらのいずれかを含有す
る製剤。ただし、スチレン及びジビニルベンゼンの共重合
物のスルホン化物の7-ブロモ-6-クロロ-3-〔3-
〔(2R,3S)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキソプロ
ピル〕-4(3H)-キナゾリノンと7-ブロモ-6-クロロ-3-
〔3-〔(2S,3R)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキ
ソプロピル〕-4(3H)-キナゾリノンとのラセミ体とカルシ
ウムとの混合塩（7-ブロモ-6-クロロ-3-〔3-
〔(2R,3S)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキソプロ
ピル〕-4(3H)-キナゾリノンと7-ブロモ-6-クロロ-3-
〔3-〔(2S,3R)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキ
ソプロピル〕-4(3H)-キナゾリノンとのラセミ体として
7.2%以下を含有するものに限る。）及びこれを含有する
製剤を除く。

ハロフジノン Halofuginone 55837-20-2

24の6 ブロモ酢酸エチル及びこれを含有する製剤 105-36-2

24の7
ヘキサキス（β,β-ジメチルフエネチル）
ジスタンノキサン及びこれを含有する製剤

酸化フエンブタスズ Fenbutatin oxide 13356-08-6

25
ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノ
ナフタリン及びこれを含有する製剤

エンドリン Endrin 72-20-8

26
ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピン
オキサイド及びこれを含有する製剤

エンドスルファン Endosulfan 115-29-7

26の2 ヘキサクロロシクロペンタジエン及びこれを含有する製剤
1,2,3,4,5,5-ヘキサク
ロロ-1,3-シクロペン
タジエン

1,3-
Cyclopentadiene,
1,2,3,4,5,5-
hexachloro-
Cyclopentadiene

77-47-4

26の3 ベンゼンチオール及びこれを含有する製剤 フェニルメルカプタン
Mercaptobenzen
e

108-98-5

26の4 ホスゲン カルボニルクロライド 75-44-5

26の5 メタンスルホニル＝クロリド及びこれを含有する製剤 124-63-0

26の6
メチルシクロヘキシル-４-クロルフェニルチオホスフェイ
ト及びこれを含有する製剤
（但し、1.5％以下は劇物）

メチルシクロヘキシル
-4-クロロフェニルチ
オホスフェイト

MHCP 2346-99-8

26の7
メチル-N',N'-ジメチル-N-[(メチルカルバモイル）オキ
シ]-1-チオオキサムイミデート及びこれを含有する製剤
（但し、0.8％以下は劇物）

オキサミル Oxamyl 23135-22-0

26の8 メチルホスホン酸ジクロリド 676-97-1

26の9
S-メチル-N-[(メチルカルバモイル)-オキシ]-チオアセト
イミデート及びこれを含有する製剤
（但し、45%以下は劇物）

メトミル Methomyl 16752-77-5

26の10 メチルメルカプタン及びこれを含有する製剤 メタンチオール 74-93-1

26の11
メチレンビス(1-チオセミカルバジド)及びこれを含有する
製剤
（但し、2％以下は劇物）

メチレンビス(1-チオ
セミカルバジド)、ビス
チオセミ

Bisthiosemi 39603-48-0

26の12
2-メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤。ただ
し、10％以下を含有するものを除く。

60-24-2

モノフルオロ酢酸 Fluoroacetic acid 144-49-0
モノフルオロ酢酸ナト
リウム

62-74-8

28
モノフルオール酢酸アミド及びこれを含有する製剤［特定
側物］

フルオルアセトアミド
Monofluoroaceta
mide

640-19-7

29
燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤
［特定毒物］

リン化アルミニウム 20859-73-8

30 燐化水素及びこれを含有する製剤
リン化水素、ホスフィ
ン

Phosphine 7803-51-2

31 六弗化タングステン及びこれを含有する製剤 フッ化タングステン
Tungsten
fluoride

7783-82-6

27
モノフルオール酢酸及びその塩類及びこれらを含有する製
剤［特定毒物］



劇　物（毒物及び劇物取締法　別表第二で指定されている劇物）　

劇　物 別名、物質（例） Chemical Name Synonym CAS

1 アクリルニトリル Acrylonitrile Acrylic nitrile 107-13-1

2 アクロレイン アクリルアルデヒド Acrolein 107-02-8

3 アニリン アミノベンゼン Aniline 62-53-3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 カリウム Potassium 7440-09-7

14 カリウムナトリウム合金 Alloy of potassium and sodium 11135-81-2

15

16 クロルエチル 塩化エチル Ethyl chloride Chlorene 75-00-3

17 クロルスルホン酸 クロロスルホン酸 Chlorosulfonic acid 7790-94-5

18

19

20 クロロホルム トリクロロメタン Chloroform Trichloromethane 67-66-3

21

22 シアン酸ナトリウム シアン酸ソーダ Sodium cyanate 917-61-3

23

24

25

26

27

28 ジクロル酢酸 ジクロロ酢酸 Dichloroacetic acid 79-43-6

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 ジメチル硫酸 硫酸ジメチル Dimethyl sulfate 77-78-1

48 重クロム酸 Dichromic acid 13530-68-2

49

50 臭素 ブロミン Bromine 7726-95-6

51

52

53

54

55 スルホナール ジエチルスルホンジメチルメタン Sulfonal
2,2-
Bis(ethylsulfonyl)propane

115-24-2

56

57

58 トリクロル酢酸 トリクロロ酢酸 Trichloroacetic acid TCA 76-03-9

59

60 トリチオシクロヘプタジエン-3,4,6,7-テトラニトリル
1,2,5-トリチオシクロヘプタジエン-
3,4,6,7-テトラニトリル

1,2,5-Trithiocycloheptadiene-3,4,6,7-
tetracarbonitrile

49561-89-9

メチルアニリン Methyl anilin 26915-12-8

オルトトルイジン o-Toluidine 95-53-4

メタトルイジン m-Toluidine 108-44-1

パラトルイジン p-Toluidine 106-49-0

62 ナトリウム Sodium 7440-23-5

63 ニトロベンゼン ニトロベンゾール Nitrobenzene 98-95-3

64

65 発煙硫酸 Sulfuric acid, fuming Oleum 8014-95-7

66 パラトルイレンジアミン p-Toluylene-diamine 95-70-5

67 パラフェニレンジアミン p-Phenylenediamine 106-50-3

68 ピクリン酸 2,4,6-トリニトロフェノール picric acid 88-89-1

69

70

71

72 ブロムエチル 臭化エチル Ethyl bromide Bromoethane 74-96-4

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83 メタノール メチルアルコール Methanol 67-56-1

84 メチルスルホナール ジエチルスルホンメチルエチルメタン Methyl sulfonal
2,2-Bis(ethylsulfonyl)
butane

76-20-0

85

86 モノクロル酢酸 クロル酢酸 Monochloroacetic acid 79-11-8

87

88 沃素 ヨード Iodine 7553-56-2

89

90

91

92

93

　指定令　108　　ロダン酢酸エチル(但し、1％以下は除く)

　指定令　109　　ロテノン(但し、2％以下は除く)

　指定令　98　　無水クロム酸

　指定令　100　　N-メチル-1-ナフチルカルバメート(但し、5％以下は除く)

　指定令　102　　沃化水素

　指定令　104　　硫酸(但し、10％以下は除く)

　指定令　105　　硫酸タリウム(但し、0.3％以下を含有し、黒色かつ着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く)

　指定令　107　　燐化亜鉛(但し、1％以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く)

　指定令　90　　1,2,3,4,5,6-ヘキサクロルシクロヘキサン(但し、1.5％以下は除く)

　指定令　91　　ヘキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン

　指定令　92　　ベタナフトール(但し、1％以下は除く)

　指定令　93　　1,4,5,6,7-ペンタクロル-3a,4,7,7a-テトラヒドロ-4,7-(8,8-ジクロルメタノ)-インデン

　指定令　94　　ペンタクロルフェノール(但し、1％以下は除く)

　指定令　97　　ホルムアルデヒド(但し、1％以下は除く)

　指定令　81　　ヒドロキシルアミン

　指定令　85　　フェノール(但し、5％以下は除く)

　指定令　86　　ブラストサイジンS

　指定令　88　　ブロム水素

　指定令　88の２　　ブロムメチル

　指定令　89　　ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン

　指定令　73 　　トリエタノールアンモニウム-2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノラート(上記以外のアルカノールは毒物)

　指定令　74　　トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト

61 トルイジン Toluidine

　指定令　７８　　二硫化炭素

　指定令　61　　蓚酸(但し、10％以下は除く)

　指定令　63　　硝酸(但し、10％以下は除く)

　指定令　64　　硝酸タリウム(但し、0.3％以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く)

　指定令　65　　水酸化カリウム(但し、５％以下は除く)

　指定令　68　　水酸化ナトリウム(但し、５％以下は除く)

　指定令　71　　テトラエチルメチレンビスジチオホスフェイト

　指定令　54　　ジメチルジチオホスホリルフェニル酢酸エチル(但し、3％以下は除く)

　指定令　55　　ジメチルジブロムジクロルエチルホスフェイト

　指定令　56　　ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフェイト

　指定令　57　　ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルチオホスフェイト

　指定令　58　　ジメチル-(N-メチルカルバミルメチル)-ジチオホスフェイト

　指定令　59　　ジメチル-4-メチルメルカプト-3-メチルフェニルチオホスフェイト(但し、2％以下は除く)

　指定令　48　　1,2-ジブロムエタン(但し、５0％以下は除く)

　指定令　49　　ジブロムクロルプロパン

　指定令　50　　3,5-ジブロム-4-ヒドロキシ-4'-ニトロアゾベンゼン(但し、3％以下は除く)

　指定令　51　　ジメチルエチルスルフィニルイソプロピルチオホスフェイト

　指定令　52　　ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフェイト

　指定令　53　　ジメチル-2,2-ジクロルビニルホスフェイト

　指定令　41　　ジクロルブチン

　指定令　42　　2,3-ジ-(ジエチルジチオホスホロ)-パラジオキサン

　指定令　43　　2,4-ジニトロ-6-シクロヘキシルフェノール(但し、0.５％以下は除く)

　指定令　44　　2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェニルアセテート

　指定令　4６　　2,4-ジニトロ-6-メチルプロピルフェノールジメチルアクリレート

　指定令　47　　2,2'-ジピリジリウム-1,1'-エチレンジブロミド

　指定令　37　　ジエチル-2,5-ジクロルフェニルメルカプトメチルジチオホスフェイト(但し、1.5％以下は除く)

　指定令　38　　四塩化炭素

　指定令　40　　シクロヘキシミド(但し、0.2％以下は除く)

　指定令　19　　過酸化水素及びこれを含有する製剤(但し、６％以下は除く)

　指定令　20　　過酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(但し、５％以下は除く)

　指定令　21　　過酸化尿素及びこれを含有する製剤(但し、17％以下は除く)

　指定令　25　　クレゾール及びこれを含有する製剤(但し、５％以下は除く)

　指定令　27　　クロルピクリン

　指定令　28　　クロルメチル(但し、容量300ミリリットル以下の容器に収められた殺虫剤であって、クロルメチル50％以下は除く）

　指定令　 8　 　アンモニア及びこれを含有する製剤(但し、10％以下は除く)

　指定令　10　　2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤(但し、5％（マイクロカプセル製剤にあっては、２５％）以下は除く

　指定令　12　　エチル-N-(ジエチルジチオホスホリールアセチル)-N-メチルカルバメート及びこれを含有する製剤

　指定令　15　　エチレンクロルヒドリン及びこれを含有する製剤

　指定令　16　　塩化水素及びこれを含有する製剤(但し、10％以下は除く)

　指定令　17　　塩化第一水銀及びこれを含有する製剤

　指定令　29　　硅弗化水素酸

　指定令　35　　ジエチル-4-クロルフェニルメルカプトメチルジチオホスフェイト

　指定令　36　　ジエチル-(2,4-ジクロルフェニル)-チオホスフェイト(但し、3％以下は除く)



劇　物（毒物及び劇物指定令で指定されている劇物）

劇　物 別名、物質（例） Chemical Name Synonym CAS

チオシアン酸亜鉛、ロダン化亜鉛 Zinc thiocyanate 557-42-6

ピロリン酸亜鉛、二リン酸亜鉛 Zinc pyrophosphate 7446-26-6

硫酸亜鉛 Zinc sulfate 7733-02-0

硫酸亜鉛(7水塩) Zinc sulfate 7446-20-0

酢酸亜鉛 Zinc acetate 5970-45-6

硝酸亜鉛 Zinc nitrate 7779-88-6

過マンガン酸亜鉛 Zinc permanganate 23414-72-4

塩化亜鉛、クロル亜鉛 Zinc chloride 7646-85-7

フッ化亜鉛 Zinc fluoride 7783-49-5

1の2
亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤
（但し、25%以下及び爆発薬を除く）

亜塩素酸ソーダ Sodium chlorite 7758-19-2

1の3
アクリルアミド及びこれを含有する製剤

アクリルアマイド Acrylamide 79-06-1

1の4
アクリル酸及びこれを含有する製剤
(但し、10％以下は除く)

Acrylic acid 79-10-7

1の5 亜硝酸イソブチル及びこれを含有する製剤 Isobutyl nitrite 542-56-3

1の6 亜硝酸イソペンチル及びこれを含有する製剤 亜硝酸イソアミル Isoamyl nitrite 110-46-3

亜硝酸ナトリウム、亜硝酸ソーダ Sodium nitrite 7632-00-0

亜硝酸カリウム、亜硝酸カリ Potassium nitrite 7758-09-0

2の2 亜硝酸三級ブチル及びこれを含有する製剤 tert-Butyl nitrite 540-80-7

2の3 亜硝酸メチル及びこれを含有する製剤 Methyl nitrite 624-91-9

3 アセチレンジカルボン酸アミド及びこれを含有する製剤 セロサイジン Acetylene dicarboxamide Cellocidin 543-21-5

3の２

亜セレン酸0.0082％以下を含有する製剤
ただし、容量１リットル以下の容器に収められたもので
あって、亜セレン酸0.000082％以下を含有するものを
除く

亜セレン酸 Selenious Acid 7783-00-8

4 アニリン塩類 アニリンソルト、塩酸アニリン Aniline hydrochloride Aniline salt 142-04-1

4の2
アバメクチン及びこれを含有する製剤
(但し、＞1.8％は毒物)

Avermectin

71751-41-2
アベルメクチン
B1a:65195-55-3
アベルメクチン
B1b:65195-56-4

4の3
2-アミノエタノール及びこれを含有する製剤
(但し、20％以下は除く)

モノエタノールアミン 2-Aminoethanol 141-43-5

4の4

Ｎ－（２－アミノエチル）－２－アミノエタノール及びこ
れを含有する製剤（Ｎ
－（２－アミノエチル）－２－アミノエタノール１０％以
下を含有するものを除く。）
（CAS No.：111-41-1、別名称：２－［（２－アミノ
エチル）アミノ］エタノ
ール及びこれを含有する製剤（２－［（２－アミノエチ
ル）アミノ］エタノ
ール１０％以下を含有するものを除く。））

N-(2-Aminoethyl)ethanolamine 111-41-1

L-2-amino-4-
[(hydroxy)(methyl)phosphinoyl]buthyryl-L-
alanyl-L-alanine

35597-43-4

ビアラホス Bialaphos sodium Bialaphos 71048-99-2

4の6
3-アミノメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシルアミン
及びこれを含有する製剤
(但し、6％以下は除く)

イソホロンジアミン 3-Aminomethyl-3,5,5-Trimethylcyclohexyl Isophorone　diamine 2855-13-2

4の7
3-（アミノメチル）ベンジルアミン及びこれを含有する
製剤
(但し、8％以下は除く)

1,3-ビス（アミノメチル）ベンゼン、
mキシリレンジアミン

3-(Aminomethyl)benzylamine

1,3-
Bis(aminomethyl)benzene
，　　　　m-Xylylen
diamin

1477-55-0

N-エチルアニリン、エチルフェニルアミ
ン

N-Ethylaniline 103-69-5

N-メチルアニリン、モノメチルアニリン N-Methylaniline 100-61-8

6 N-アルキルトルイジン及びその塩類 N-エチルメタトルイジン N-Ethyltoluidine 102-27-2

。
　
　
　
　

ヘキサフルオロアンチモン酸ナトリウム Sodium hexafluoroantimonate 16925-25-0

ヘキサフルオロアンチモン酸カリウム Potassium hexafluoroantimonate 16893-92-8

フッ化アンチモン(V)、五フッ化アンチ
モン

Antimony pentafluoride 7783-70-2

フッ化アンチモン(III)、三フッ化アンチモ
ン

Antimony trifluoride 7783-56-4

アンチモン化合物及びこれを含有する製剤 アンチモン酸鉛 Lead antimonate 13510-89-9

（但し、次に掲げるものを除く）
ホウフッ化アンチモン、テトラフルオロ
ホウ酸アンチモン

Antimony borofluoride 14486-20-5

水素化アンチモン、スチビン Antimony hydride 7803-52-3

酒石酸カリウムアンチモン Antimony potassium tartrate 11071-15-1

ロ　アンチモン酸ナトリウム及びこれを含有する製剤 酸性ピロアンチモン酸カリウム Acid potassium pyroantimonate 12208-13-8

ハ　酸化アンチモン（Ⅲ）を含有する製剤 酸化アンチモン(III)、三酸化アンチモン Antimony trioxide 1309-64-4

ニ　酸化アンチモン（Ⅴ）及びこれを含有する製剤 塩化アンチモン(V)、五塩化アンチモン Antimony pentachloride 7647-18-9

ホ　トリス(ジペンチルジチオカルバマト－κ
2S， S' )ア

ンチモン５％下を含有する製剤（2017/7/1より）
メタアンチモン酸ナトリウム Sodium metaantimonate Antimony sodium oxide 15432-85-6

へ　硫化アンチモン及びこれを含有する製剤 塩化アンチモン(III)、三塩化アンチモン Antimony trichloride 10025-91-9

アンモニア水 Ammonia water 1336-21-6

Ammonia 7664-41-7

プロポキスル 2-Isopropyloxyphenyl-N-methylcarbamate Propoxur 114-26-1

9
2-イソプロピルオキシフェニル-N-メチルカルバメート
及びこれを含有する製剤
(但し、1％以下は除く)

イソプロカルブ 2-Isopropyloxyphenyl-N-methylcarbamate Isoprocarb 2631-40-5

9の2
2-イソプロピルフェニル-N-メチルカルバメート及びこ
れを含有する製剤
(但し、1.5％以下は除く)

ダイアジノン
2-Isopropyl-4-methylpyrimidyl-6-
diethylthiophosphate

Diazinon 333-41-5

10

2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホ
スフェイト及びこれを含有する製剤
(但し、5％（マイクロカプセル製剤にあっては、２
５％）以下は除く)

フッ化水素アンモニウム Ammonium bifluoride 1341-49-7

10の2
一水素二弗化アンモニウム及びこれを含有する製剤
(但し、4％以下は除く)

イミノクタジン 1,1'-Iminodi(octamethylene)diguanidine
Bis(8-

guanidinooctyl)amine
13516-27-3

1,1'-イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジン及びその塩
類及びこれらのいずれかを含有する製剤

（但し、次に掲げるものを除く）

イ　1,1'-イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジンとして
3.5%以下を含有する製剤（ロに該当するものを除く。）

ロ　1,1'-イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジンアルキ
ルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤

酢酸ウラニル Uranyl acetate 541-09-3

8
アンモニア及びこれを含有する製剤
(但し、10％以下は除く)

10の3

4の5

L-2-アミノ-4-[(ヒドロキシ)(メチル)-ホスフィノイル]ブ
チリル-L-アラニル-L-アラニン及びその塩類及びこれら
のいずれかを含有する製剤
(但し、L-2-アミノ-4-[(ヒドロキシ)(メチル)-ホスフィノ
イル]ブチリル-L-アラニル-L-アラニンとして19％以下
は除く)

5 N-アルキルアニリン及びその塩類

7

イ　4-アセトキシフェニルジメチルスルホニウム=ヘキサ
フルオロアンチモネート及びこれを含有する製剤

1

無機亜鉛塩類
（但し、次に掲げるものを除く）　　　　　　イ　炭酸亜
鉛　　　　　　　　　　　　　　　ロ　雷酸亜鉛
ハ　焼結した硫化亜鉛（Ⅱ）2017/7/1～
ニ　六水酸化錫亜鉛

2 亜硝酸塩類



劇　物 別名、物質（例） Chemical Name Synonym CAS

硝酸ウラニル(6水和物) Uranyl nitrate 13520-83-7

酢酸ウラニル（2水和物） Uranyl acetate 6159-44-0

イソフェンホス
O-Ethyl-O-(2-isopropoxycarbonylphenyl)-N-
isopropylthiophosphoramide

Isofenphos 25311-71-1

11の2
O-エチル-O-(2-イソプロポキシカルボニルフェニル)-N-
イソプロピルチオホスホルアミド５％以下を含有する製剤
(＞5％は毒物)

プロペタンホス
N-Ethyl-O-(2-isopropoxycarbonyl-1-
methylvinyl)-O-methylthiophosphoramide

Propetamphos 31218-83-4

11の3

N-エチル-O-(2-イソプロポキシカルボニル-1-メチルビ
ニル)-O-メチルチオホスホルアミド及びこれを含有する
製剤
(但し、1％以下は除く)

メカルバム
Ethyl-N- (diethyldithiophosphoryl acetyl)-N-
methylcarbamate

Mecarbam 2595-54-2

12
エチル-N-(ジエチルジチオホスホリールアセチル)-N-メ
チルカルバメート及びこれを含有する製剤

ピラゾホス
Ethyl 2-diethoxy thiophosphoryloxy-5-
methylpyrazolo(1,5-a)pyrimidine-6-
carboxylate

Pyrazophos 13457-18-6

12の2
エチル=2-ジエトキシチオホスホリルオキシ-5-メチルピ
ラゾロ(1,5-a)ピリミジン-6-カルボキシラート及びこれ
を含有する製剤

EPBP
Ethyl-2,4-
dichlorophenylthionobenzenephosphonate

EPBP 3792-59-4

13
エチル-2,4-ジクロルフェニルチオノベンゼンホスホネイ
ト及びこれを含有する製剤
(但し、3％以下は除く)

エジフェンホス Ethyldiphenyldithiophosphate Edifenphos 17109-49-8

13の2
エチルジフェニルジチオホスフェイト及びこれを含有する
製剤
(但し、2％以下は除く)

エトプロホス O-Ethyl S,S-dipropyl phosphorodithioate Ethoprophos 13194-48-4

13の３
O-エチル=S,S-ジプロピル=ホスホロジチオアート5％以
下を含有する製剤
(＞5％は毒物、但し3％以下の徐放性製剤を除く)

2-ethyl-3,7-dimethyl-6-[4-
(trifluoromethoxy)phenoxy]-4-quinolinyl
methyl carbonate

875775-74-9

13の4
2-エチル-3,7-ジメチル-6-[4-(トリフルオロメトキシ)
フェノキシ]-4-キノリル=メチル=カルボナート及びこれ
を含有する製剤

Ethiofencarb 29973-13-5

13の5

2-エチルチオメチルフェニル-N-メチルカルバメート
（別名エチオフェンカルブ）及びこれを含有する製剤。た
だし、2%以下
を含有するものを除く。

EPN
Ethylparanitrophenyl-thionobenzene-
phosphonate

EPN 2104-64-5

14
エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイ及び
これを含有する製剤ト
(但し、＞1.5％は毒物)

イミシアホス
O-Ethyl S-propyl [(2E)-2-(cyanoimino)-3-
ethylimidazolidin-1-yl]phosphonothioate

Imicyafos 140163-89-9

14の2

O-エチル=S-プロピル=[(2E)-2-(シアノイミノ)-3-エチ
ルイミダゾリジン-1-イル]ホスホノチオアート及びこれ
を含有する製剤
(但し、1.5％以下は除く)

Ethyl (Z)-3-[N-benzyl-N-[[methyl(1-
methylthio-ethylideneamino-
oxycarbonyl)amino]thio]amino]propionate

Alanycarb 83130-01-2

14の3
エチル=(Z)-3-[N-ベンジル-N-[[メチル(1-メチルチオエ
チリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プ
ロピオナート及びこれを含有する製剤

スルプロホス
O-Ethyl-O-4-methylthiophenyl-S-
propyldithiophosphate

Sulprofos 35400-43-2

14の4
O-エチル-O-4-メチルチオフェニル-S-プロピルジチオ
ホスフェイト及びこれを含有する製剤
(但し、3％以下は除く)

ホスチアゼート
O-Ethyl S-1-methylpropyl (2-oxo-3-
thiazolidinyl)phosphonothioate

Fosthiazate 98886-44-3

14の5
O-エチル=S-1-メチルプロピル=(2-オキソ-3-チアゾリ
ジニル)ホスホノチオアート 及びこれを含有する製剤(但
し、1.5％以下は除く)

EMPC 4-Ethylmercaptophenyl-N-methylcarbamate EMPC 18809-57-9

14の6
4-エチルメルカプトフェニル-N-メチルカルバメート及
びこれを含有する製剤

酸化エチレン Ethylene oxide 75-21-8

14の7 エチレンオキシド及びこれを含有する製剤 2-クロルエチルアルコール Ethylene chlorohydrin 107-07-3

15 エチレンクロルヒドリン及びこれを含有する製剤 Epichlorohydrin 106-89-8

15の2 エピクロルヒドリン及びこれを含有する製剤 Emamectin benzoate 155569-91-8

15の3
エマメクチン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する
製剤
(但し、エマメクチンとして2％以下を除く)

－

16の2
塩化水素と硫酸とを含有する製剤
(但し、塩化水素と硫酸とを合わせて10％以下を除く)

甘汞 Mercury chloride Mercurous chloride 7546-30-7

17 塩化第一水銀及びこれを含有する製剤 オキシ塩化イオウ Thionyl chloride 7719-09-7

17の2 塩化チオニル及びこれを含有する製剤 Chlorine 7782-50-5

17の3 塩素 塩素酸コバルト Cobalt chlorate

塩素酸ナトリウム、塩素酸ソーダ Sodium chlorate 7779-09-9

塩素酸カリウム Potassium chlorate 3811-04-9

塩素酸バリウム Barium chlorate 13477-00-4

エンドタール
(1R,2S,3R,4S)-7-Oxabicyclo[2,2,1]heptane -
2,3-dicarboxylic acid

Endothall 145-73-3

18の2

(1R,2S,3R,4S)-7-オキサビシクロ[2,2,1]ヘプタン-
2,3-ジカルボン酸，及びその塩類及びこれらのいずれか
を含有する製剤
(但し、(1R,2S,3R,4S)-7-オキサビシクロ[2,2,1]ヘプタ
ン-2,3-ジカルボン酸，として1.5％以下は除く)

Vanadium oxytrichloride Vanadyl Trichloride 7727-18-6

18の3 オキシ三塩化バナジウム及びこれを含有する製剤 クロルデン
1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-2,3,3a,4,7,7a-
hexahydro-4,7-methano-1H-indene......

Chlordane
クロルデン：
57-74-9

18の4

1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒ
ドロ-4,7-メタノ-1H-インデン、1,2,3,4,5,6,7,8,8-ノ
ナクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-
1H-インデン、4,5,6,7,8,8-ヘキサクロロ-3a,4,7,7a-テ
トラヒドロ-4,7-メタノインデン、1,4,5,6,7,8,8-ヘプタ
クロロ-3a,4,7,7a-テトラヒドロ-4,7-メタノ-1H-イン
デン及びこれらの類縁化合物の混合物（別名クロルデン）
並びにこれを含有する製剤。ただし、クロルデン6%以下
を含有するものを除く。

過酸化水素水 hydrogen peroxide solution

Hydrogen peroxide 7722-84-1

過酸化ソーダ Sodium peroxide 1313-60-6

20
過酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤
(但し、５％以下は除く)

過酸化尿素 Urea peroxide 124-43-6

21
過酸化尿素及びこれを含有する製剤
(但し、17％以下は除く)

ステアリン酸カドミウム Cadmium stearate 2223-93-0

ラウリン酸カドミウム Cadmium laurate 2605-44-9

硫酸カドミウム(8水和物) Cadmium sulfate(8H2O) 7790-84-3

塩化カドミウム Cadmium chloride 10108-64-2

塩化カドミウム(5/2水和物) Cadmium chloride(5/2H2O) 7790-78-5

酸化カドミウム(II) Cadmium oxid 1306-19-0

臭化カドミウム Cadmium bromide 7789-42-6

硝酸カドミウム Cadmium nitrate 10325-94-7

硝酸カドミウム(4水和物) Cadmium nitrate(4H2O) 10022-68-1

酢酸カドミウム Cadmium acetate 543-90-8

水酸化カドミウム Cadmium hydroxide 21041-95-2

炭酸カドミウム Cadmium carbonate 513-78-0

硫化カドミウム Cadmium sulfide 1306-23-6

硫酸カドミウム Cadmium sulfate 10124-36-4

Formic acid 64-18-6

22の2
ぎ酸及びこれを含有する製剤
(但し、90％以下は除く)

キシロール　　　　　　　ジメチルベン
ゼン

Dimethylbenzene 1330-20-7

オルトキシレン o-Xylene 95-47-6

メタキシレン m-Xylene 108-38-3

パラキシレン p-Xylene 106-42-3

Quinoline 91-22-5

22の4 キノリン及びこれを含有する製剤 塩化金酸、テトラクロロ金(III)酸 Gold chloride,hydrochloride Chloroauric acid 16903-35-8

Xylene

19
過酸化水素及びこれを含有する製剤
(但し、６％以下は除く)

22
カドミウム化合物
（但し、硫黄、カドミウム及びセレンから成る焼結した物
質を除く）

22の3 キシレン

塩酸、塩化水素酸 Hydrogen chloride Hydrochloric acid 7647-01-0

18
塩素酸塩類
(但し、爆発薬を除く)

11 可溶化ウラン化合物及びこれを含有する製剤

16
塩化水素及びこれを含有する製剤
(但し、10％以下は除く)



劇　物 別名、物質（例） Chemical Name Synonym CAS

金塩化カリウム Potassium chloroaurate 13682-61-6

金塩化ナトリウム Sodium chloroaurate 15189-51-2

塩化第二金、塩化金(III) Gold chloride Auric chloride 13453-07-1

クロム酸銀 Silver chromate 7784-01-2

硝酸銀 Silver nitrate 7761-88-8

硫酸銀 Silver sulfate 10294-26-5

亜硝酸銀 Silver nitrite 7783-99-5

臭化銀 Silver bromide 7785-23-1

ヨウ化銀 Silver iodide 7783-96-2

Glycolic acid 79-14-1

24の２
グリコール酸及びこれを含有する製剤。ただし、3.6％以
下のものを除く

トリクレゾール　　　　　メチルフェ
ノール

Tricresol　Methylphenol 1319-77-3

オルトクレゾール o-Cresol 95-48-7

メタクレゾール m-Cresol 108-39-4

パラクレゾール p-Cresol 106-44-5

クロム酸バリウム Barium chromate 10294-40-3

クロム酸ビスマス Bismuth chromate 37235-82-8

クロム酸亜鉛 Zinc chromate 13530-65-9

クロム酸亜鉛カリウム Potassium zinc chromate 63020-43-9

クロム酸銀 Silver chromate 7784-01-2

クロム酸ソーダ、　　　　　クロム酸ナ
トリウム

Sodium chromate 7775-11-3

クロム酸ナトリウム（４水和物) Sodium chromate tetrahydrate 10034-82-9

クロム酸ナトリウム（10水和物) Sodium chromate decahydrate 13517-17-4

クロム酸ストロンチウム、ストロンチウ
ムエロー

Strontium chromate 7789-06-2

クロム酸カルシウム Calcium chromate 13765-19-0

クロム酸カルシウム二水和物 Calcium chromate dihydrate 10060-08-9

クロム酸カリウム、中性クロム酸カリウ
ム

Potassium chromate 7789-00-6

塩基性クロム酸鉛 Basic lead chromate 18454-12-1

クロム酸鉛 Lead chromate Lead chromate 7758-97-6

硫酸モリブデン酸クロム酸鉛、クロム
バーミリオン

Lead chromate molybdate sulfate 12656-85-8

四塩基性クロム酸亜鉛 Zinc chromate tetrabasic

クロルメコート Chlormequat Chlormequat chloride 999-81-5

26の2
2-クロルエチルトリメチルアンモニウム塩類及びこれを
含有する製剤

チオクロルメチル
N-(3-Chloro-4-
chlorodifluoromethylthiophenyl)-N'-N'-
dimethylurea

Thiochlormethyl 33439-45-1

26の3
N-(3-クロル-4-クロルジフルオロメチルチオフェニル)-
N'-N'-ジメチルウレア及びこれを含有する製剤
(但し、12％以下は除く)

テミビンホス
2-Chloro-1-(2,4-
dichlorophenyl)vinylethylmethyl phosphate

Temivinphos 35996-61-3

26の4
2-クロル-1-(2,4-ジクロルフェニル)ビニルエチルメチル
ホスフェイト及びこれを含有する製剤

ジメチルビンホス
2-Chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyldimethyl
phosphate2-Chloro-1-(2,4-
dichlorophenyl)vinyldimethyl phosphate

Dimethylvinphos 2274-67-1

26の5
2-クロル-1-(2,4-ジクロルフェニル)ビニルジメチルホス
フェイト及びこれを含有する製剤

1-クロロ-1,2-ジブロモエタン 1-Chloro-1,2-dibromoethane CDBE 598-20-9

26の6 1-クロル-1,2-ジブロムエタン及びこれを含有する製剤
2-クロロ-4,5-ジメチルフェニル-N-メ
チルカルバメート

2-Chloro-4,5-dimethylphenyl-N-
methylcarbamate

Carbanolate 671-04-5

26の7
2-クロル-4,5-ジメチルフェニル-N-メチルカルバメート
及びこれを含有する製剤

クロロピクリン Chloropicrin 76-06-2

27 クロルピクリン及びこれを含有する製剤 クロロメチル Methyl chloride Chloromethane 74-87-3

28
クロルメチル及びこれを含有する製剤
(但し、容量300ミリリットル以下の容器に収められた殺
虫剤であって、クロルメチル50％以下は除く）

Chloroacetyl chloride 79-04-9

28の2 クロロアセチルクロライド及びこれを含有する製剤 o-クロロアニリン 2-Chloroaniline 95-51-2

28の3 2-クロロアニリン及びこれを含有する製剤 トルフェンピラド
4-Chloro-3-ethyl-1-methyl-N-[4-(p-
tolyloxi)benzyl]pyrazol-5-carboxamide

Tolfenpyrad 129558-76-5

28の4
4-クロロ-3-エチル-1-メチル-N-[4-(パラトリルオキシ)
ベンジル]ピラゾール-5-カルボキサミド及びこれを含有
する製剤

ピリミジフェン
5-Chloro-N-[2-[4-(2-ethoxyethyl)-2,3 -
dimethylphenoxy]ethyl] -6 -ethylpyrimidine-4-
amine

Pyrimedifen 105779-78-0

28の5

5-クロロ-N-[2-[4-(2-エトキシエチル)-2,3-ジメチル
フェノキシ]エチル]-6-エチルピリミジン-4-アミン及び
これを含有する製剤
(但し、4％以下は除く)

n-Propyl chloroformate Propyl chlorocarbonate 109-61-5

28の6 クロロぎ酸ノルマルプロピル及びこれを含有する製剤 Ethyl chloroacetate Ethyl mono chloroacetate 105-39-5

28の7 クロロ酢酸エチル及びこれを含有する製剤 Sodium chloroacetate 3926-62-3

28の8 クロロ酢酸ナトリウム及びこれを含有する製剤 クロルニトロベンゼン o-Chloronitrobenzene 2-Chloronitro benzene 88-73-3

28の9 2-クロロニトロベンゼン及びこれを含有する製剤 アセタミプリド
Trans-N-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N' -
cyano-N-methylacetamidine

160430-64-8

28の10
トランス-N-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N'-シアノ-
N-メチルアセトアミジン及びこれを含有する製剤
(但し、2％以下は除く)

イミダクロプリド
1-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-
nitroimidazolidin-2-ylideneamine

Imidacloprid 105827-78-9

28の11

1-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N-ニトロイミダゾリジ
ン-2-イリデンアミン及びこれを含有する製剤
(但し、2％(マイクロカプセル製剤にあっては12％)以下
は除く)

チアクロプリド
3-(6-chloropyridine-3-ylmethyl)-1,3-
thiazolidine-2-ylidenecyanamide

Thiacloprid 111988-49-9

28の12
3-(6-クロロピリジン-3-イルメチル）-1,3-チアゾリジ
ン-2-イリデンシアナミド及びこれを含有する製剤
(但し、3％以下は除く)

ピラクロホス Pyraclofos,+- Phosphorothioic acid 77458-01-6

28の13

(RS)-[O-1-(4-クロロフェニル)-ピラゾール-4-イル=O-
エチル=S-プロピル=ホスホロチオアート]及びこれを含有
する製剤
(但し、6％以下は除く)

Chloroprene 126-99-8

28の14  
ケイフッ化水素酸、ヘキサフルオロケイ
酸

Fluorosilicic acid 16961-83-4

29 硅弗化水素酸及びこれを含有する製剤
ケイフッ化アンモニウム、ヘキサフルオ
ロケイ酸アンモニウム

Ammonium silicofluoride 16919-19-0

ケイフッ化銅、ヘキサフルオロケイ酸銅
(II)

Copper silicofluoride 12062-24-7

ケイフッ化鉛、ヘキサフルオロケイ酸鉛 Lead silicofluoride 25808-74-6
ケイフッ化亜鉛、ヘキサフルオロケイ酸
亜鉛

Zinc silicofluoride 16871-71-9

ケイフッ化マンガン、ヘキサフルオロケ
イ酸マンガン(II)

Manganese silicofluoride 25868-86-4

ケイフッ化マグネシウム(6水和物)、ヘ
キサフルオロケイ酸マグネシウム(6水
塩)

Magnesium silicofluoride 18972-56-0

ケイフッ化バリウム、ヘキサフルオロケ
イ酸バリウム

Barium silicofluoride 17125-80-3

ケイフッ化カリウム、ヘキサフルオロケ
イ酸カリウム

Potassium silicofluoride 16871-90-2

ケイフッ化スズ、ヘキサフルオロケイ酸
スズ

Stannous silicofluoride 74925-56-7

ケイフッ化ナトリウム、ヘキサフルオロ
ケイ酸ナトリウム

Sodium silicofluoride 16893-85-9

Vanadium pentoxide 1314-62-1

30の2

五酸化バナジウム及びこれを含有する製剤（溶融した五酸
化バナジウムを固形化したものを除く。）
(但し、五酸化バナジウム（溶融した五酸化バナジウムを
固形化したものを除く。）10% 以下は除く)

Ethyl acetate 141-78-6

30の3 酢酸エチル Thallium acetate 563-68-8

30の4 酢酸タリウム及びこれを含有する製剤 サリノマイシンナトリウム Sodium salinomycin

Salinomycin 53003-10-4

26
クロム酸塩類及びこれを含有する製剤
(但し、クロム酸鉛70％以下は除く)

30 硅弗化水素酸塩類及びこれを含有する製剤

30の5
サリノマイシン及びその塩類及びこれらのいずれかを含有
する製剤

23
無機金塩類
(但し、雷金を除く)

24
無機銀塩類
(但し、塩化銀及び雷酸銀を除く)

25
クレゾール及びこれを含有する製剤
(但し、５％以下は除く)

Cresol



劇　物 別名、物質（例） Chemical Name Synonym CAS

Titanium trichloride 7705-07-9

30の6 三塩化チタン及びこれを含有する製剤 酸化水銀(II)、酸化第二水銀 Mercuric oxide 21908-53-2

31
酸化水銀5％以下を含有する製剤
(＞5％は毒物)

Cyanamide 420-04-2

31の2
シアナミド及びこれを含有する製剤。ただし、10%以下
を含有するものを除く。

APC
4-Diallylamino-3,5-dimethylphenyl-N-
methylcarbamate

Allyxycarb 6392-46-7

31の3
4-ジアリルアミノ-3,5-ジメチルフェニル-N-メチルカル
バメート及びこれを含有する製剤

フェンバレレート、(RS)-α-シアノ-3-
フェノキシベンジル=(RS)-2-(4-クロロ
フェニル)-3-メチルブタノアート

Fenvalerate 51630-58-1

シペルメトリン、(RS)-α-シアノ-3-
フェノキシベンジル=(1RS,3RS)-
(!RS,3SR)3-(2,2-ジクロロビニル)-
2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシ
ラート

Cypermethrin 52315-07-8

イソブチロニトリロ、シアン化イソプロ
ピル

Isobutyronitrile 78-82-0

エチレンシアンヒドリン、2-シアンエチ
ルアルコール

Ethylene cyanohydrin 109-78-4

アセトンシアンヒドリン、α-オキシイ
ソ酪酸ニトリル

Acetone cyanhydrin 75-86-5

アジポニトリル、アジピン酸ニトリル Adiponitrile 111-69-3

2,3-ジブロムプロピオニトリル 2,3-dibromopropionitrile 4554-16-9

モノクロロ酢酸-2-シアノエチルアミド N-Cyanoethyl monochloroacetoamide 17756-81-9

エチル-パラ-シアノフェニルフェニルホ
スホノチオエート、CYP

Cyanofenphos 13067-93-1

1,2,5-トリチオシクロヘプタジエン-
3,4,6,7-テトラニトリル

1,2,5-Trithiocycloheptadiene-3,4,6,7 -
tetracarbonitrile

49561-89-9

ベンゾニトリル、シアン化フェニル Benzonitrile 100-47-0

アセトニトリル、シアン化メチル Acetonitrile 75-05-8

トラロメトリン、(S)-α-シアノ-3-フェ
ノキシベンジル=(1R,3S)-2,2-ジメチル
-3-(1,2,2,2-テトラブロモエチル)シク
ロプロパンカルボキシラート

Tralomethrin 66841-25-6

エスフェンバレレート、(S)-α-シアノ-
3-フェノキシベンジル=(S)-2-(4-クロ
ロフェニル)-3-メチルブチラート

Esfenvalerate

(S)-alpha-Cyano-3-
phenoxybenzyl (S)-2-(4-
chlorophenyl)-3-
methylbutyrate

66230-04-4

フルバリナート、(RS)-α-シアノ-3-
フェノキシベンジル=N-(2-クロロ-α,
α,α-トリフルオロ-パラトリル)-D-バ
リナート

Fluvalinate 69409-94-5

シフェノトリン Cyphenothrin 39515-40-7

アクリルニトリル Acrylonitrile Acrylic nitrile 107-13-1

Diisopropyl-S-(ethylsulfinylmethyl)-
dithiophosphate

IPSP 5827-05-4

33
ジイソプロピル-S-(エチルスルフィニルメチル)-ジチオホ
スフェイト及びこれを含有する製剤(但し、5％以下は除
く)

2-(Diethylamino)ethanol 100-37-8

33の2 2-(ジエチルアミノ)エタノール及びこれを含有する製剤
2-Diethylamino-6-methylpyrimidyl-4-
diethylthiophosphate

Pirimiphos-ethyl 23505-41-1

33の3
2-ジエチルアミノ-6-メチルピリミジル-4-ジエチルチオ
ホスフェイト及びこれを含有する製剤

ジスルホトン Diethyl-S-(ethylthioethyl)-dithiophosphate Disulfoton 298-04-4

34
ジエチル-S-(エチルチオエチル)-ジチオホスフェイト及び
これを含有する製剤
(但し、＞5％は毒物)

ホサロン
Diethyl-S-(2-oxo-6-
chlorobenzoxazolomethyl)-dithiophosphate

Phosalone 2310-17-0

34の2
ジエチル-S-(2-オキソ-6-クロルベンゾオキサゾロメチ
ル)-ジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤
(但し、2.2％以下は除く)

キナルホス
O,O'-Diethyl O''-(2-quinoxalinyl)
thiophosphate

Quinalphos 13593-03-8

34の3
O,O'-ジエチル=O''-(2-キノキサリニル)=チオホスファー
ト及びこれを含有する製剤

トリチオン
Diethyl-4- chlorophenylmercaptomethyl
dithiophosphat

Carbophenothion 786-19-6

35
ジエチル-4-クロルフェニルメルカプトメチルジチオホス
フェイト及びこれを含有する製剤

クロルフェンビンホス
Diethyl-1-(2',4'-dichlorophenyl)-2-
chlorovinylphosphate

Chlorfenvinfos 470-90-6

35の2
ジエチル-1-(2',4'-ジクロルフェニル)-2-クロルビニルホ
スフェイト及びこれを含有する製剤

ジクロフェンチオン Diethyl-(2,4-dichlorophenyl)- thiophosphate Dichlofenthion 97-17-6

36
ジエチル-(2,4-ジクロルフェニル)-チオホスフェイト及び
これを含有する製剤
(但し、3％以下は除く)

フェンカプトン
Diethyl-2,5-dichlorophenyl mercapto
methyldithiophosphate

Phenkapton 2275-14-1

37
ジエチル-2,5-ジクロルフェニルメルカプトメチルジチオ
ホスフェイト及びこれを含有する製剤
(但し、1.5％以下は除く)

2-(ジエトオキシホスフィノチオイミ
ノ)-1,3-ジチオレン

Diethyl-(1,3-dithiocyclopentylidene)-
thiophosphoramide

Phosfolan 333-29-9

37の2
ジエチル-(1,3-ジチオシクロペンチリデン)-チオホスホル
アミド5%以下を含有する製剤
(＞5％は毒物)

クロルピリホス
Diethyl-3,5,6-trichloro-2-
pyridylthiophosphate

Chlorpyrifos 2921-88-2

37の3

ジエチル-3,5,6-トリクロル-2-ピリジルチオホスフェイ
ト及びこれを含有する製剤
(但し、1％(マイクロかプセル製剤にあっては25％)以下
は除く)

イソキサチオン
Diethyl-(5-phenyl-3-isoxazolyl)-
thiophosphate

Isoxathion 18854-01-8

37の4
ジエチル-(5-フェニル-3-イソキサゾリル)-チオホスフェ
イト及びこれを含有する製剤
(但し、2％以下は除く)

キタジン Diethyl-S-benzylthiophosphate Kitazin 13286-32-3

37の5
ジエチル-S-ベンジルチオホスフェイト及びこれを含有す
る製剤
(但し、2.3％以下は除く)

Diethyl-4-methylsulfinylphenyl-thiophosphate Fensulfothion 115-90-2

37の6
ジエチル-4-メチルスルフィニルフェニル-チオホスフェ
イト3%以下を含有する製剤
(＞3％は毒物)

四塩化メタン Tetrachloromethane Carbon tetrachloride 56-23-5

38 四塩化炭素及びこれを含有する製剤 ジオキサカルブ
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)-phenyl-N-
methylcarbamate

Dioxacarb 6988-21-2

38の2
2-(1,3-ジオキソラン-2-イル)-フェニル-N-メチルカル
バメート及びこれを含有する製剤

カルタップ
1,3-Dicarbamoylthio-2-(N,N-dimethylamino)-
propane

Cartap
15263-53-3
HCl塩:
15263-52-2

38の3

1,3-ジカルバモイルチオ-2-(N,N-ジメチルアミノ)-プロ
パン及びその塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
(但し、1,3-ジカルバモイルチオ-2-(N,N-ジメチルアミ
ノ)-プロパンとして2％以下は除く)

（１Ｒ，６Ｓ）４，５，６ａ，７，
８，９，９ａヘプタヒドロ１，５
α，６ａα，７αテトラヒドロキシ
５，９βジメチルスピロ［６Ｈ４
α，９ａαメタノシクロペンタ［ｄ］
オキソシン６，３′オキセタン］
２，２′（１Ｈ）ジオン

Fruit of Illicium anisatum L.

（１Ｒ，６Ｓ）‐４，５，６ａ，７，８，
９，９ａ‐Ｈｅｐｔａｈｙｄｒｏ‐１，５α，６
ａα，７α‐ｔｅｔｒａｈｙｄｒｏｘｙ‐５，９β‐
ｄｉｍｅｔｈｙｌｓｐｉｒｏ［６Ｈ‐４α，９ａα‐
ｍｅｔｈａｎｏｃｙｃｌｏｐｅｎｔａ［ｄ］ｏｘｏ
ｃｉｎ‐６，３′‐ｏｘｅｔａｎｅ］‐２，
２′（１Ｈ）‐ｄｉｏｎｅ

5230-87-5

39 しきみの実
3-[2-(3,5-ジメチル-2-オキソシクロヘ
キシル)-2-ヒドロキシエチル]グルタル
イミド

Cycloheximide

4-(2-(3,5-Dimethyl-2-
oxocyclohexyl)-2-
hydroxyethyl) 2,6-
Piperidinedione

66-81-9

40
シクロヘキシミド及びこれを含有する製剤
(但し、0.2％以下は除く)

Cyclohexylamine 108-91-8

40の2 シクロヘキシルアミン及びこれを含有する製剤 2,2'-ジクロルジイソプロピルエーテル Dichlorodiisopropyl ether DCIP 108-60-1

40の3
ジ(2-クロルイソプロピル)エーテル及びこれを含有する製
剤

NET Dichlorodinitromethane 1587-41-3

40の4 ジクロルジニトロメタン及びこれを含有する製剤 2,4-ジクロロ-６-ニトロフェノール 2,4-Dichloro-6-nitrophenol 609-89-2

2,4-ジクロロ-６-ニトロフェノール・ナ
トリウム塩

2,4-Dichloro-6-nitrophenol sodium salt
Na塩：
64047-88-7

Dichlorobutyne 1,4-Dichloro-2-butyne 821-10-3

41 ジクロルブチン及びこれを含有する製剤 フルスルファミド
2',4-Dichloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-4'-
nitro-m-tolenesulfonanilide

Flusulfamide 106917-52-6

32
有機シアン化合物及びこれを含有する製剤
(例外は別シートに別表あり)
※別シート追加あり2017/7/1

40の5
2,4-ジクロル-６-ニトロフェノール  及びその塩類及びこ
れらのいずれかを含有する製剤

30の5 する製剤
(但し、サリノマイシンとして1％以下は除く)



劇　物 別名、物質（例） Chemical Name Synonym CAS

41の2
2'4-ジクロロ-α,α,α-トリフルオロ-4'-ニトロメタトル
エンスルホンアニリド及びこれを含有する製剤
(但し、0.3％以下は除く)

2,4-Dichloronitrobenzene 611-06-3

41の3 2,4-ジクロロ-1-ニトロベンゼン及びこれを含有する製剤 1,3-Dichloropropene 1,3-Dichloro-1-Propene 542-75-6

41の4 1,3-ジクロロプロペン及びこれを含有する製剤 2,3-dl-(Diethyldithiophosphoro)-paradioxan 78-34-2

42
2,3-ジ-(ジエチルジチオホスホロ)-パラジオキサン及びこ
れを含有する製剤

2,4-Dinitro-6- cyclohexylphenol Dinex 131-89-5

43
2,4-ジニトロ-6-シクロヘキシルフェノール及びこれを含
有する製剤
(但し、0.５％以下は除く)

2,4-Dinitrotoluene 121-14-2

43の2 2,4-ジニトロトルエン及びこれを含有する製剤 酢酸ジノセブ
2,4-Dinitro-6-(1- methylpropyl)-
phenylacetate

Dinoseb acetate 2813-95-8

44
2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェニルアセテー
ト及びこれを含有する製剤

ジノセブ 2,4-Dinitro-6-(1-methylpropyl)-phenol Dinoseb 88-85-7

45
2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノール2％以
下を含有する製剤
(＞2％は毒物)

ビナパクリル
2,4-Dinitro-6-
methylpropylphenoldimethylacrylate

Binapacryl 485-31-4

46
2,4-ジニトロ-6-メチルプロピルフェノールジメチルアク
リレート及びこれを含有する製剤

ジノカップ Dinitromethylhepthylphenylcrotonate Dinocap 39300-45-3

46の2
ジニトロメチルヘプチルフェニルクロトナート及びこれを
含有する製剤
(但し、0.2％以下は除く)

カルボスルファン
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-
benzo[b]furanyl-N-dibutylaminothio-N-
methylcarbamate

Carbosulfan 55285-14-8

46の3
2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチル-7-ベンゾ[b]フラニル-N-
ジブチルアミノチオ-N-メチルカルバマート及びこれを含
有する製剤

ジクワット 2,2'-Dipyridirium-1,1'- ethylene-dibromide Diquat dibromide 85-00-7

47
2,2'-ジピリジリウム-1,1'-エチレンジブロミド及びこれ
を含有する製剤

ダイファシノン 2-Diphenylacetyl-1,3-indandione Diphacinone 82-66-6

47の2
2-ジフェニルアセチル-1,3-インダンジオン0.005％以
下を含有する製剤
(＞0.005％は毒物)

プロパホス Dipropyl-4-methylthiophenylphosphate Propaphos 7292-16-2

47の3
ジプロピル-4-メチルチオフェニルホスフェイト及びこれ
を含有する製剤

EDB 1,2-Dibromoethane Ethylene dibromide 106-93-4

48
1,2-ジブロムエタン及びこれを含有する製剤
(但し、５0％以下は除く)

DBCP Dibromochloropropane
1,2-Dibromo-3-
chloropropane

96-12-8

49 ジブロムクロルプロパン及びこれを含有する製剤 BAB 3,5-Dibromo-4-hydroxy-4'- nitroazobenzene 3BAB 3281-96-7

50
3,5-ジブロム-4-ヒドロキシ-4'-ニトロアゾベンゼン及び
これを含有する製剤
(但し、3％以下は除く)

2,3-Dibromo-1-propanol
96-13-9
（S）:83165-36-0
（R）:83165-35-9

50の2 2,3-ジブロモプロパン-1-オール及びこれを含有する製剤 2-Dimethylaminoethyl methacrylate 2867-47-2

50の３
2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート及びこれを含
有する製剤

ピリミカーブ
2-Dimethylamino-5,6-dimethylpyrimidyl-4-
N,N-dimethylcarbamate

Pirimicarb 23103-98-2

50の4
2-ジメチルアミノ-5,6-ジメチルピリミジル-4-N,N-ジ
メチルカルバメート及びこれを含有する製剤

チオシクラム 5-Dimethylamino-1,2,3-trithiane Thiocyclam 31895-21-3

50の5

5-ジメチルアミノ-1,2,3-トリチアン、その塩類及びこれ
らのいずれかを含有する製剤
(但し、ジメチルアミノ-1,2,3-トリチアンとして3％以下
は除く)

Dimethylamine 124-40-3

50の6
ジメチルアミン及びこれを含有する製剤
(但し、50％以下は除く)

イソチオネート Dimethyl-(isopropylthioethyl)-dithiophosphate Isothionate 36614-38-7

50の７
ジメチル-(イソプロピルチオエチル)-ジチオホスフェイト
4％以下を含有する製剤
(＞4％は毒物)

ESP Dimethyl ethylsulfiny lisopropyl thiophosphate ESP 2674-91-1

51
ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフェイ
ト及びこれを含有する製剤

チオメトン
O,O-dimethyl-S- ethylthioethyl-
dithiophosphate

Thiometon 640-15-3

52
ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフェイト及び
これを含有する製剤

ジクロルボス
DDVP

Dimethyl-2,2-dichlorovinyl- phosphate Dichlorvos 62-73-7

53
ジメチル-2,2-ジクロルビニルホスフェイト及びこれを含
有する製剤

フェントエート
Dimethyldithiophosphorylphenyl acetic acid
ethylester

Phenthoate 2597-03-7

54
ジメチルジチオホスホリルフェニル酢酸エチル及びこれを
含有する製剤
(但し、3％以下は除く)

メチダチオン、　　　DMTP
3-Dimethyldithiophosphoryl-S-methyl-5-
methoxy-1,3,4-thiadiazorin-2-one

Methidathion，DMTP 950-37-8

54の2
3-ジメチルジチオホスホリル-S-メチル-5-メトキシ-
1,3,4-チアジアゾリン-2-オン及びこれを含有する製剤

ベンフラカルブ
2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl
N-[N-(2-ethoxycarbonylethyl)-N-
isopropylsulfenamoyl]-N-methylcarbamate

Benfuracarb 82560-54-1

54の3

2,2-ジメチル-2,3-ジヒドロ-1-ベンゾフラン-7-イル
=N-[N-(2-エトキシカルボニルエチル)-N-イソプロピル
スルフェナモイル]-N-メチルカルバマート及びこれを含
有する製剤
(但し、6％以下は除く)

ナレッド
O,O-Dimethyl-1,2-dibromo- 2,2-
dichloroethylphosphate

Naled 300-76-5

55
ジメチルジブロムジクロルエチルホスフェイト及びこれを
含有する製剤

DMCP Dimethyl-S-p-chlorophenylthiophosphate DMCP 3309-87-3

55の2
ジメチル-S-パラクロルフェニルチオホスフェイト及びこ
れを含有する製剤

MPMC 3,4-Dimethylphenyl-N-methylcarbamate MPMC 2425-10-7

55の3
3,4-ジメチルフェニル-N-メチルカルバメート及びこれ
を含有する製剤

XMC 3,5-Dimethylphenyl-N-methylcarbamate
3,5-Xylyl
methylcarbamate

2655-14-3

55の4
3,5-ジメチルフェニル-N-メチルカルバメート及びこれ
を含有する製剤
(但し、3％以下は除く)

ホスメット Dimethyl-phthalylimide methyldithiophosphate Phosmet 732-11-6

56
ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフェイト及びこ
れを含有する製剤

ベンダイオカルブ
2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl-N-
methylcarbamate

Bendiocarb 22781-23-3

56の2
2,2-ジメチル-1,3-ベンゾジオキソール-4-イル-N-メチ
ルカルバマート5%以下を含有する製剤
(＞5％は毒物)

バミドチオン
Dimethyl- methylcarbamylethyl thioethyl
thiophosphate

Vamidothion 2275-23-2

57
ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルチオホスフェ
イト及びこれを含有する製剤

ジメトエート
O,O-Dimethyl-N- methylcarbamylmethyl-
dithiophosphate

Dimethoate 60-51-5

58
ジメチル-(N-メチルカルバミルメチル)-ジチオホスフェ
イト(別名ジメトエート)及びこれを含有する製剤

Dimethyl-[2-(1'-methylbenzyloxycarbonyl)-1 -
methylethylen]-phosphate

7700-17-6

58の2
ジメチル-[2-(1'-メチルベンジルオキシカルボニル)-1-
メチルエチレン]-ホスフェイト及びこれを含有する製剤

メスルフェンホス Fenthion-sulfoxide Mesulfenos 3761-41-9

58の3
ジメチル-[2-(1'-メチルベンジルオキシカルボニル)-1-
メチルエチレン]-ホスフェイト及びこれを含有する製剤

フェンチオン
O,O-Dimethyl-O-4- (methylmercapto)-3-
methylphenylthiophosphate

Fenthion 55-38-9

59
ジメチル-4-メチルメルカプト-3-メチルフェニルチオホ
スフェイト及びこれを含有する製剤
(但し、2％以下は除く)

モノクロトホス
3-(Dimethoxyphosphinyloxy)-N-methyl-cis-
crotonamide

Monocrotophos 6923-22-4

59の2
3-(ジメトキシホスフィニルオキシ)-N-メチル-シス-クロ
トナミド及びこれを含有する製剤

重クロム酸カリウム、ピロクロム酸カリ
ウム

Potassium dichromate Potassium bichromate 7778-50-9

重クロム酸ナトリウム、重クロム酸ソー
ダ

Sodium dichromate 10588-01-9

重クロム酸アンモニウム、重クロム酸ア
ンモン

Ammonium dichromate Ammonium bichromate 7789-09-5

シュウ酸 Oxalic acid 144-62-7

61
蓚酸及びこれを含有する製剤
(但し、10％以下は除く)

シュウ酸水素アンモニウム、酸性シュウ
酸アンモニウム

Ammonium hydrogenoxalate 14258-49-2

シュウ酸カルシウム Calcium oxalate 563-72-4

シュウ酸ナトリウム Sodium oxalate 62-76-0

シュウ酸アンモニウム Ammonium oxalate 1113-38-8

シュウ酸カリウム Potassium oxalate 583-52-8

Nitric acid 7697-37-2

62
蓚酸塩類及びこれを含有する製剤
(但し、蓚酸として10％以下は除く)

60 重クロム酸塩類及びこれを含有する製剤



劇　物 別名、物質（例） Chemical Name Synonym CAS

63
硝酸及びこれを含有する製剤
(但し、10％以下は除く)

Thallium nitrate 10102-45-1

64

硝酸タリウム及びこれを含有する製剤
(但し、0.3％以下を含有し、黒色に着色され、かつ、ト
ウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているもの
を除く)

Potassium hydroxide 1310-58-3

65
水酸化カリウム及びこれを含有する製剤
(但し、５％以下は除く)

水酸化トリフェニルスズ、トリフェニル
スズヒドロキシド

Fentin hydroxide Triphenyltin hydroxide 76-87-9

酢酸トリフェニルスズ、トリフェニルチ
ンアセテート

Fentin acetate Triphenyltin acetate 900-95-8

フッ化トリフェニルスズ、トリフェニル
スズフルオリド

Fentin fluoride Triphenyltin fluoride 379-52-2

塩化トリフェニルスズ、トリフェニルチ
ンクロライド

Fentin chloride Triphenyltin chloride 639-58-7

トリブチルスズフルオリド、フッ化トリ
ブチルスズ

Tributyltin fluoride 1983-10-4

トリブチルスズジブロモスクシナート、
二臭化コハク酸ビス（トリブチルスズ）

Tributyltin dibromosuccinate 31732-71-5

トリブチルスズオキシド、酸化ビス（ト
リブチルスズ）

Tributyltin oxide Bis(tributyltin)oxide 56-35-9

トリブチルスズアセテート Tributyltin acetate 56-36-0

水酸化トリブチルスズ Tributyltin hydroxide 1067-97-6

トリプロピルスズクロライド、塩化トリ
プロピルスズ

Tripropyltin chloride 2279-76-7

Sodium hydroxide 1310-73-2

68
水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤
(但し、５％以下は除く)

ピロリン酸第一スズ、ピロリン酸スズ(II) Stannous pyrophosphate 15578-26-4

塩化第一スズ、塩化スズ(II) Stannous chloride 7772-99-8

塩化第二スズ、塩化スズ(Ⅳ) Stannic chloride 7646-78-8

硫酸第一スズ、硫酸スズ(II) Stannous sulfate 7488-55-3

ヘキサフルオロケイ酸スズ、ケイフッ化
スズ

Stannous silicofluoride 74925-56-7

フッ化第一スズ、フッ化スズ(II) Stannous fluoride 7783-47-3

ハロフジノンポリスチレンスルホン酸カ
ルシウム

69の2

スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物
の7-ブロモ-6-クロロ-3-[3-[(2R,3S)-3-ヒドロキシ-
2-ピペリジル]-2-オキソプロピル]-4(3H)-キナゾリノン
と7-ブロモ-6-クロロ-3-[3-[(2S,3R)-3-ヒドロキシ-
2-ピペリジル]-2-オキソプロピル]-4(3H)-キナゾリノン
とのラセミ体とカルシウムとの混合塩（7-ブロモ-6-ク
ロロ-3-[3-[(2R,3S)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル]-2-
オキソプロピル]-4(3H)-キナゾリノンと7-ブロモ-6-ク
ロロ-3-[3-[(2S,3R)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル]-2-
オキソプロピル]-4(3H)-キナゾリノンとのラセミ体とし
て7.2%以下を含有するものに限る。以下この号において
同じ。）及びこれを含有する製剤。ただし、スチレン及び
ジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の7-ブロモ-
6-クロロ-3-[3-[(2R,3S)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジ
ル]-2-オキソプロピル]-4(3H)-キナゾリノンと7-ブロモ
-6-クロロ-3-[3-[(2S,3R)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジ
ル]-2-オキソプロピル]-4(3H)-キナゾリノンとのラセミ
体とカルシウムとの混合塩1%以下を含有するものを除
く。

Semduramicin 113378-31-7

69の3
センデュラマイシン及び塩類並びにこれらのいずれかを含
有する製剤
(但し、センデュラマイシンとして0.5％以下は除く)

ダゾメット
2-Thio-3,5-dimethyltetrahydro-1,3,5-
thiadiazine

533-74-4

69の4
2-チオ-3,5-ジメチルテトラヒドロ-1,3,5-チアジアジン
及びこれを含有する製剤

Thiosemicarbazide 79-19-6

70

チオセミカルバジドを含有する製剤
(但し、0.3％以下を含有し、黒色に着色され、かつ、ト
ウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているもの
を除く
チオセミカルバジドは毒物)

エチオン Tetraethylmethylene bisdithiophosphate Ethion 563-12-2

71
テトラエチルメチレンビスジチオホスフェイト及びこれを
含有する製剤

1,1,2,2-テトラクロルニトロエタン 1,1,2,2-Tetrachloro-1-nitroethane 39185-89-2

71の2 テトラクロルニトロエタン及びこれを含有する製剤 レバミゾール
(S)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-
b]thiazole

Levamisole 6649-23-6

塩酸レバミゾール
(S)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-
phenylimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride

Levamisole HCl 16595-80-5

テフルトリン

2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzyl (Z)-
(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-
propenyl-2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylate

Tefluthrin 79538-32-2

71の4

2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-
(1RS,3RS)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロ
ペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート
0.5％以下を含有する製剤
(＞0.5％は毒物)

チオジカルブ
3,7,9,13-tetramethyl-5,11-dioxa-2,8,14-
trithia-4,7,9,12-tetraazapentadeca-3,12-
diene-6,10-dione

Thiodicarb 59669-26-0

71の5
3,7,9,13-テトラメチル-5,11-ジオキサ-2,8,14-トリチ
ア-4,7,9,12-テトラアザペンタデカ-3,12-ジエン-
6,10-ジオン及びこれを含有する製剤

メタアルデヒド 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxocan metaldehyde 108-62-3

71の6
2,4,6,8-テトラメチル-1,3,5,7-テトラオキソカン及びこ
れを含有する製剤
(但し、10％以下は除く)

酢酸第二銅、酢酸銅(II) Cupric acetate 6046-93-1

硝酸銅、硝酸第二銅 Copper nitrate 10031-43-3

無水塩化第二銅 Cupric chloride anhydride 7447-39-4

無水硫酸銅 Copper sulfate anhydride 7758-98-7

チオシアン酸第一銅、チオシアン酸銅(I) Cuprous thiocyanate 1111-67-7

ピロリン酸第二銅、ピロリン酸銅(II) Cupric pyrophosphate 10102-90-6

フッ化第二銅、フッ化銅(II) Cupric fluoride 7789-19-7

ヨウ化第一銅、ヨウ化銅(I) Cuprous iodide 7681-65-4

塩化第一銅、亜塩化銅 Cuprous chloride 7758-89-6

塩化第二銅、塩化銅(II) Cupric chloride

塩基性炭酸銅、マラカイト Basic copper carbonate 12069-69-1

塩化第二銅カリウム Potassium cupric chloride 10085-76-4

塩化第二銅アンモニウム（2水和物）、
テトラクロロ銅(II)酸アンモニウム（2水
和物）

Ammonium cupric chloride 10060-13-6

塩基性塩化銅 Basic copper chloride 1332-40-7

硫酸銅(II)5水和物、硫酸第二銅 Copper sulfate 7758-99-8

ドジン 1-Dodecylguanidinium acetate Dodine 2439-10-3

72の２
1-ドデシルグアニジニウム＝アセタート及びこれを含有
する製剤  (但し、＞65％は毒物)

テトラエチレンペンタミン 3,6,9-Triazaundecane-1,11-diamine Tetraethylene pentamine 112-57-2

72の３
3,6,9-トリアザウンデカン-1,11-ジアミン及びこれを含
有する製剤

ドルマント
Triethanolammonium-2,4-dinitro-6-(1 -
methylpropyl)-phenolate

6420-47-9

73
トリエタノールアンモニウム-2,4-ジニトロ-6-(1-メチ
ルプロピル)-フェノラート及びこれを含有する製剤
(上記以外のアルカノールは毒物)

トリクロロニトロエチレン Trichloronitroethylene 4607-81-2

73の２ トリクロルニトロエチレン及びこれを含有する製剤 トリクロルホン Trichlorohydroxyethyl dimethylphosphonate Trichlorfon 52-68-6

74
トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト及びこ
れを含有する製剤
(但し、10％以下は除く)

2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸メトキ
シブチルエステル

2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid
methoxybuthylester

93-76-5

69 無機錫塩類

71の3

(S)-2,3,5,6-テトラヒドロ-6-フェニルイミダゾ[2,1-b]
チアゾール及びその塩類
(但し、(S)-2,3,5,6-テトラヒドロ-6-フェニルイミダゾ
[2,1-b]チアゾールとして6.8％以下は除く)

72
無機銅塩類
(但し、雷銅は除く)

66

水酸化トリアリール錫、その塩類及びこれらの無水物並び
にこれらのいずれかを含有する製剤
(但し、水酸化トリアリール錫その塩類及びこれらの無水
物2％以下は除く)

67

水酸化トリアルキル錫、その塩類及びこれらの無水物並び
にこれらのいずれかを含有する製剤
(但し、水酸化トリアルキル錫その塩類及びこれらの無水
物2％以下は除く)



劇　物 別名、物質（例） Chemical Name Synonym CAS

74の2
2,4,5-トリクロルフェノキシ酢酸、そのエステル類及び
これらのいずれかを含有する製剤

三塩化シラン Trichlorosilane Silicochloroform 10025-78-2

74の３ トリクロロシラン及びこれを含有する製剤 S,S,S-Tributylphosphorotrithioate 78-48-8

74の4 トリブチルトリチオホスフェイト及びこれを含有する製剤 Trifluoromethane sulfonic acid 1493-13-6

74の5
トリフルオロメタンスルホン酸及びこれを含有する製剤
(但し、10％以下は除く)

(o):636-21-5
(p):540-23-8
(m):638-03-9

75 トルイジン塩類 トリレンジアミン Toluenediamine Methylphenylenediamine 25376-45-8

76 トルイレンジアミン及びその塩類 メチルベンゼン Toluene 108-88-3

76の2 トルエン アンチモン酸鉛 Lead antimonate 13510-89-9

ケイフッ化鉛、ヘキサフルオロケイ酸鉛 Lead silicofluoride 25808-74-6

クロム酸鉛 Lead chromate 7758-97-6

二酸化鉛、過酸化鉛 Lead peroxide 1309-60-0

二塩基性亜硫酸鉛 Dibasic lead sulfite 90583-37-2

二塩基性亜リン酸鉛 Dibasic lead phosphide 1344-40-7

二塩基性フタル酸鉛 Dibasic lead phthalate 57142-78-6

二塩基性ステアリン酸鉛 Dibasic lead stearate 56189-09-4

塩化鉛、二塩化鉛 Lead dichloride 7758-95-4

炭酸鉛 Lead carbonate 598-63-0

水酸化鉛(II) Lead hydroxide 19783-14-3

酢酸鉛(II)、3水和物 Lead(II) acetate Trihydrate 6080-56-4

酢酸鉛(II) Lead(II) acetate 301-04-2

硝酸鉛(II) Lead nitrate 10099-74-8

三塩基性硫酸鉛 Tribasic lead sulfate 12202-17-4

塩基性ケイ酸鉛 Basic lead silicate

鉛酸カルシウム Calcium plumbate 12013-69-3

一酸化鉛 Lead monoxide 1317-36-8

ケイ酸鉛 Lead silicate 10099-76-0

シアナミド鉛 Lead cyanamide

ステアリン酸鉛 Lead stearate 1072-35-1

フッ化鉛(II) Lead fluoride 7783-46-2

ホウ酸鉛、メタホウ酸鉛 Lead metaborate 14720-53-7

ヨウ化鉛 Lead iodide 10101-63-0

Narasin 4-Methylsalinomycin 55134-13-9

77の2

ナラシン又はその塩類のいずれかを含有する製剤であっ
て、ナラシンとして10%以下を含有するもの。ただし、
ナラシンとして1%以下を含有し、かつ、飛散を防止する
ための加工をしたものを除く。

ピリミニール Pyrinuron Pyriminil 53558-25-1

77の3
1-(4-ニトロフェニル)-3-(3-ピリジルメチル)ウレア及び
これを含有する製剤

Carbon disulfide 75-15-0

78 二硫化炭素及びこれを含有する製剤 メタホウ酸バリウム Barium metaborate 13701-59-2

)
カルボン酸(高級脂肪酸)のバリウム塩

硫化バリウム Barium sulfide 21109-95-5

無水過酸化バリウム Barium peroxide anhydride

炭酸バリウム Barium carbonate 513-77-9

水酸化バリウム Barium hydroxide 17194-00-2

酢酸バリウム Barium acetate 543-80-6

硝酸バリウム Barium nitrate 10022-31-8

ケイフッ化バリウム、ヘキサフルオロケ
イ酸バリウム

Barium silicofluoride 17125-80-3

バリウム化合物 チタン酸バリウム Barium titanate 12047-27-7

フッ化バリウム Barium fluoride 7787-32-8

(但し、次にあげるものは除く) 塩化バリウム Barium chloride 10361-37-2

イ　バリウム=4-（5-クロロ-4-      メチル-2-スルホナ
トフェニルアゾ）  -3-ヒドロキシ-2-ナフトアート

塩化バリウム(2水和物) Barium chloride 10326-27-9

塩素酸バリウム Barium chlorate 13477-00-4

ロ　硫酸バリウム 過酸化バリウム Barium peroxide 1304-29-6

酸化バリウム Barium oxide 1304-28-5

ピクリン酸アンモニウム Ammonium picrate 131-74-8

80
ピクリン酸塩類
(但し、爆発薬を除く)

Bis(2-ethylhexyl)Hydrogenphosphate 298-07-7

80の2
ビス(2-エチルヘキシル)＝水素＝ホスファート及びこれを
含有する製剤。ただし、2%以下のものを除く

カズサホス
S,S-bis(1-methylpropyl) O-ethyl
phosphorodithioate

Cadusafos 95465-99-9

80の3
S,S-ビス(1-メチルプロピル)=O-エチル=ホスホロジチオ
アート10%以下を含有する製剤。ただし、3%以下
を含有する徐放性製剤を除く。

Hydrazine monohydrate 7803-57-8

80の4
ヒドラジン一水和物及びこれを含有する製剤
(但し、30％以下は除く)

N-(2-Hydroxyethyl)hydrazine 2-Hydroxyethyl hydrazine 109-84-2

80の5
ヒドロキシエチルヒドラジン、その塩類及びこれらのいず
れかを含有する製剤

2-Hydroxy-4-(methylthio)-butanoic acid 583-91-5

80の6
2-ヒドロキシ-4-メチルチオ酪酸及びこれを含有する製
剤
(但し、0.5％以下は除く)

Hydroxylamine 7803-49-8

81 ヒドロキシルアミン及びこれを含有する製剤 塩酸ヒドロキシルアミン Hydroxylamine hydrochloride 5410-11-1

82 ヒドロキシルアミン塩類及びこれを含有する製剤 アナバシン 2-(3-Pyridyl)piperidine Anabasin
494-52-0  13078-
04-1 40774-73-0

硫酸2-(3-ピリジル)-ピペリジン 2-(3-Pyridyl)- piperidine sulfate

Pyrocatechol 120-80-9

83の2 ピロカテコール及びこれを含有する製剤 クロロファシノン
2-(Phenyl-p-chlorophenylacetyl)-1,3-
indanedione

Chlorophacinone 3691-35-8

83の３
2-(フェニルパラクロルフェニルアセチル)-1,3-インダン
ジオン
(但し、0.025％以下は除く)

オルトフェニレンジアミン o-Phenylenediamine 95-54-5

メタフェニレンジアミン m-Phenylenediamine 108-45-2

Phenol 108-95-2

85
フェノール及びこれを含有する製剤
(但し、5％以下は除く)

ジアフェンチウロン
1-t-Butyl-3-(2,6-diisopropyl-4 -
phenoxyphenyl)thiourea

Diafenthiuron 80060-09-9

85の2
1-t-ブチル-3-(2,6-ジイソプロピル-4-フェノキシフェ
ニル)チオウレア及びこれを含有する製剤

フラチオカルブ
Butyl 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7
-yl N,N'-dimethyl-N,N'-thiodicarbamate

65907-30-4

85の3

ブチル=2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イ
ル=N,N'-ジメチル-N,N'-チオジカルバマート5％以下を含
有する製剤
(＞5％は毒物)

t-Butyl (E)-4-(1,3-dimethyl-5-phenoxy-4-
pyrazolylmethyleneamino-oxymethyl)benzoate

Fenopyroximate 134098-61-6

85の4

t-ブチル=(E)-4-(1,3-ジメチル-5-フェノキシ-4-ピラゾ
リルメチレンアミノオキシメチル)ベンゾアート及びこれ
を含有する製剤
(但し、5％以下は除く)

Butyltin trichloride 1118-46-3

85の5 ブチル(トリクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤 ノリマルブチルピロリジン N-Butylpyrrolidine 767-10-2

85の6 N-ブチルピロリジン  2-sec-Butylphenol 89-72-5

85の7 2-sec-ブチルフェノール及びこれを含有する製剤 ピリダベン
2-t-Butyl-5-(4-t-butylbenzylthio)-4-
chloropylidazin-3(2H)-one

Pyridaben 96489-71-3

85の8 2-tert-ブチルフェノール及びこれを含有する製剤 2-tert-Butylphenol 88-18-6

85の9
2-t-ブチル-5-(4-t-ブチルベンジルチオ)-4-クロロピリ
ダジン-3(2H)-オン及びこれを含有する製剤

BEBP Butyl-S-benzyl-S-ethyl dithiophosphate
S-Benzyl-butyl-S-ethyl
dithiophosphate

27949-52-6

77

鉛化合物
(但し、次にあげるものは除く)
イ　四酸化三鉛
ロ　ヒドロオキシ炭酸鉛
ハ　硫酸鉛

79

83
2-(3-ピリジル)-ピペリジン、その塩類及びこれらのいず
れかを含有する製剤

84 フェニレンジアミン及び塩類



劇　物 別名、物質（例） Chemical Name Synonym CAS

85の10
ブチル-S-ベンジル-S-エチルジチオホスフェイト及びこ
れを含有する製剤

テブフェンピラド
N-(4-t-Butylbenzyl)-4-chloro-3-ethyl-1-
methylpyrazole-5-carboxamide

Tebufenpyrad 119168-77-3

85の11
N-(4-t-ブチルベンジル)-4-クロロ-3-エチル-1-メチル
ピラゾール-5-カルボキサミド及びこれを含有する製剤

6-t-ブチル-m-メチルクレゾール 2-tert-Butyl-5-methylphenol 6-tert-Butyl-m-cresol 88-60-8

85の12 2-t-ブチル-5-メチルフェノール及びこれを含有する製剤 Blasticidin S 2079-00-7

86 ブラストサイジンS及びこれを含有する製剤
ブラストサイジンSベンジルアミノベン
ゼンスルホン酸塩

Blasticiden-S-benzylaminobenzenesulfonate
3513-03-9
(C17H26N8O5・HCl)

87 ブラストサイジンS塩類及びこれを含有する製剤 Brucine 10,11-Dimethystrychnine 357-57-3

87の2 ブルシン及び塩類 モノブロムアセトン Bromoacetone 598-31-2

87の3 ブロムアセトン及びこれを含有する製剤 Hydrogen bromide 10035-10-6

臭化水素酸、ブロム水素酸 Hydrobromic acid

臭化メチル Methyl bromide Bromomethane 74-83-9

88の2 ブロムメチル及びこれを含有する製剤 1-Bromo-3-chloropropane 109-70-6

88の3 1-ブロモ-3-クロロプロパン及びこれを含有する製剤 ハルフェンプロックス
2-(4-Bromodifluoromethoxyphenyl)-2-
methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

111872-58-3

88の4
2-(4-ブロモジフルオロメトキシフェニル)-2-メチルプロ
ピル=3-フェノキシベンジル=エーテル及びこれを含有す
る製剤(但し、5％以下を含有する除放性製剤を除く)

ディルドリン
Hexachloro-epoxy- octahydro-endo,exo-
dimethnonaphtalene

Dieldrin 60-57-1

89
ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノ
ナフタリン(別名ディルドリン)及びこれを含有する製剤

リンデン gamma-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane Lindane
608-73-1
(γ)58-89-9

90
1,2,3,4,5,6-ヘキサクロルシクロヘキサン及びこれを含
有する製剤
(但し、1.5％以下は除く)

アルドリン
Hexachloro hexahydro
dimethanonaphatalene

Aldrin 309-00-2

91
ヘキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン及びこれを
含有する製剤

1,6-Hexamethylene diisocyanate
Hexamethylenediisocyana
te

822-06-0

91の2 ヘキサメチレンジイソシアナート及びこれを含有する製剤 Hexane-1,6-diamine 124-09-4

91の3 ヘキサン-1,6-ジアミン及びこれを含有する製剤 β-ナフトール Beta-naphthol 2-Naphthol 135-19-3

92
ベタナフトール及びこれを含有する製剤
(但し、1％以下は除く)

ヘプタクロール
1,4,5,6,7-Pentachloro- 3a,4,7,7a-tetrahydro-
4,7- (8,8-dichloromethano)- indene

Heptachlor 76-44-8

93
1,4,5,6,7-ペンタクロル-3a,4,7,7a-テトラヒドロ-4,7-
(8,8-ジクロルメタノ)-インデン及びこれを含有する製剤

PCP Pentachlorophenol PCP 87-86-5

94
ペンタクロルフェノール及びこれを含有する製剤
(但し、1％以下は除く)

ペンタクロロフェノールソーダ Pentachlorophenol sodium salt 131-52-2

95
ペンタクロルフェノール塩類及びこれを含有する製剤
(但し、1％以下は除く)

ホウフッ化カリウム、テトラフルオロホ
ウ酸カリウム

Potassium borofluoride 14075-53-7

ホウフッ化アンモニウム、テトラフルオ
ロホウ酸アンモニウム

Ammonim tetrafluoroborate 13826-83-0

ホウフッ化水素酸、テトラフルオロホウ
酸

Borofluoric acid Tetrafluoroboric acid 16872-11-0

ホウフッ化マグネシウム、テトラフルオ
ロホウ酸マグネシウム

Magnesium borofluoride 14708-13-5

ホウフッ化ナトリウム、テトラフルオロ
ホウ酸ナトリウム

Sodium borofluoride 13755-29-8

ホウフッ化テトラエチルアンモニウム、
テトラフルオロホウ酸テトラエチルアン
モニウム

Tetra ethylammonium borofluoride 429-06-1

ホウフッ化リチウム、テトラフルオロホ
ウ酸リチウム

Lithium borofluoride 14283-07-9

Formaldehyde 50-00-0

ホルマリン Formalin

三酸化クロム Chromium trioxide Chromium trioxide 1333-82-0

98 無水クロム酸及びこれを含有する製剤 Acetic anhydride 108-24-7

98の2 無水酢酸及びこれを含有する製剤 Maleic Anhydride 108-31-6

98の3
無水マレイン酸及びこれを含有する製剤
ただし、無水マレイン酸1.2％以下を含有するものを除
く。（2017/7/1より）

Methacrylic acid 79-41-4

98の4
メタクリル酸及びこれを含有する製剤
(但し、25％以下は除く) Ammonium metavanadate 7803-55-6

98の5
メタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤。た
だし、0.01%以下を含有するものを除く。

MAC Calcium methane arsonate 6423-72-9

98の6 メタンアルソン酸カルシウム及びこれを含有する製剤 MAF Iron methanearsonate 33972-75-7

98の7 メタンアルソン酸鉄及びこれを含有する製剤 メチレンコハク酸、イタコン酸 2-Propene-1,2-dicarboxylic Acid 97-65-4

98の8 2-メチリデンブタン二酸及びこれを含有する製剤 Methylamine 74-89-5

98の9
メチルアミン及びこれを含有する製剤
(但し、40％以下は除く)

Methyl isothiocyanate 556-61-6

98の10 メチルイソチオシアネート及びこれを含有する製剤 プロメカルブ
3-Methyl-5-isopropylphenyl-N-
methylcarbamate

Promecarb 2631-37-0

98の11
3-メチル-5-イソプロピルフェニル-N-メチルカルバメー
ト及びこれを含有する製剤

MEK Methyl ethyl ketone 78-93-3

98の12 メチルエチルケトン CPMC N-Methylcarbamyl-2-chlorophenol CPMC 3942-54-9

99
N-メチルカルバミル-2-クロルフェノール及びこれを含
有する製剤
(但し、2.5％以下は除く)

塩酸クロルフェナミジン
N'-(2-Methyl-4- chlorophenyl)-N,N-
dimethylfolmamizine hydrochloride

Dimethylformamizine
hydrochloride

19750-95-9

クロルフェナミジン
N'-(2-Methyl-4-chlorophenyl)-N,N-
dimethylfolmamizine

Chlordimeform 6164-98-3

ピラクロストロビン
Methyl N-{2-[1-(4-chlorophenyl)-1H-
pyrazol-3-yloxymethyl］phenyl}(N-
methoxy)carbamate

Pyraclostrobin 175013-18-0

99の3

メチル=N-{2-[1-(4-クロロフェニル)-1H-ピラゾール-
3-イルオキシメチル]フェニル}(N-メトキシ)カルバマート
及びこれを含有する製剤
(但し、6.8％以下は除く)

メチルシクロヘキシル-4-クロロフェニ
ルチオホスフェイト

Methylcyclohexyl-4-
chlorophenylthiophosphate

Cerezin 2346-99-8

99の4
メチルシクロヘキシル-4-クロルフェニルチオホスフェイ
ト1.5％以下を含有する製剤(＞1.5％は毒物)

カルクロホス
Complex compounds of calcium methyl
dichlorovinylphosphate and dimethyl
dichlorovinyl phosphate

Calcrofos 6465-92-5

99の5
メチルジクロルビニルリン酸カルシウムとジメチルジクロ
ルビニルホスフェイトとの錯化合物及びこれを含有する製
剤

Zinc methyldithiocarbamate 18984-32-2

99の6 メチルジチオカルバミン酸亜鉛及びこれを含有する製剤 オキサミル
Methyl-N',N'-dimethyl-N-
[(methylcarbamoyl)oxi]-1-thiooxamimidate

Oxamyl 23135-22-0

99の7
メチル-N'-N'-ジメチル-N-[(メチルカルバモイル）オキ
シ]-1-チオオキサムイミデート0.8％以下を含有する製剤
(＞0.8％は毒物)

メタスルホカルブ
S-(4-Methylsulfonyloxyphenyl)-N-
methylthiocarbamate

Methasulfocarb 66952-49-6

99の8
S-(4-メチルスルホニルオキシフェニル)-N-メチルチオ
カルバメート及びこれを含有する製剤

トリシクラゾール 5-Methyl-1,2,4-triazolo[3,4-b]benzothiazol Tricyclazole 41814-78-2

99の9
5-メチル-1,2,4-トリアゾロ[3,4-b]ベンゾチアゾール及
びこれを含有する製剤
(但し、8％以下は除く)

カルバリル N-Methyl-1- naphthylcarbamate Carbaryl 63-25-2

100
N-メチル-1-ナフチルカルバメート及びこれを含有する
製剤
(但し、5％以下は除く)

MNFA
N-Methyl-N-(1-naphthyl)-monofluoro-
acetamide

MNFA 5903-13-9

100の2
N-メチル-N-(1-ナフチル)-モノフルオール酢酸アミド及
びこれを含有する製剤

ビフェントリン
2-Methylbiphenyl-3-ylmethyl (1RS,2RS)-2-
(Z)-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-
3,3-dimethylcyclopropanecarboxylate

Bifenthrin 82657-04-3

99の2

N'-(2-メチル-4-クロルフェニル)-N,N-ジメチルホルム
アミジン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
(但し、N'-(2-メチル-4-クロルフェニル)-N,N-ジメチル
ホルムアミジンとして3％以下は除く)

88 ブロム水素及びこれを含有する製剤

96 硼弗化水素酸及びその塩類

97
ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤
(但し、1％以下は除く)



劇　物 別名、物質（例） Chemical Name Synonym CAS

100の３

2-メチルビフェニル-3-イルメチル=(1RS,2RS)-2-(Z)-
(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-3,3-ジ
メチルシクロプロパンカルボキシラート及びこれを含有す
る製剤
(但し、2％以下は除く)

ピペロホス
S-(2-Methyl-1-piperidyl-
carbonylmethyl)dipropyldithiophosphate

Piperophos 24151-93-7

100の4
S-(2-メチル-1-ピペリジル-カルボニルメチル)ジプロピ
ルジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤
(但し、4.4％以下は除く)

メトルカルブ、MTMC 3-Methylphenyl-N-methylcarbamate Metolcarb，　MTMC 1129-41-5

100の5
3-メチルフェニル-N-メチルカルバメート及びこれを含
有する製剤
(但し、2％以下は除く)

フェノブカルブ
2-(1-Methylpropyl)-phenyl-N-
methylcarbamate

Fenobucarb 3766-81-2

100の6

2-(1-メチルプロピル)-フェニル-N-メチルカルバメート
及びこれを含有する製剤
(但し、2％(マイクロカプセル製剤にあっては、15％)以
下は除く)

MBCP
Methyl-(4-bromo-2,5-dichlorophenyl)-
thionobenzenephosphonate

MBCP 21609-90-5

100の7
メチル-(4-ブロム-2,5-ジクロルフェニル)-チオノベンゼ
ンホスホネイト及びこれを含有する製剤

Methylphosphonic acid dimethyl ester 759-79-6

100の8 メチルホスホン酸ジメチル メトミル
S-Methyl-N-[(methylcarbamoyl)-
oxy]thioacetimidate

Methomyl 16752-77-5

100の9
S-メチル-N-[(メチルカルバモイル)-オキシ]-チオアセト
イミデート45％以下を含有する製剤
(＞45％は毒物)

ビスチオセミ 1-1'-Methylenbis(thiocarbazide)
Methylenebis (1-
thiosemicarbazide)

39603-48-0

100の10
メチレンビス(1-チオセミカルバジド)2％以下を含有する
製剤
(2％は毒物)

5-Methoxydimethyltryptamine 1019-45-0

100の11
5-メトキシ-N,N-ジメチルトリプタミン及びその塩類及
びこれらのいずれかを含有する製剤

4MPP 1-(4-methoxyphenyl)piperazine 4MPP 38212-30-5

100の12
1-(4-メトキシフェニル)ピペラジン及びこれを含有する
製剤

4MPP 1-(4-Methoxyphenyl)piperazine hydrochloride 4MPP 84145-43-7

100の13
1-(4-メトキシフェニル)ピペラジン一塩酸塩及びこれを
含有する製剤

4MPP
1-(4-Methoxyphenyl)piperazine
dihydrochloride

4MPP 38869-47-5

100の14
1-(4-メトキシフェニル)ピペラジン二塩酸塩及びこれを
含有する製剤

サリチオン
2-Methoxy-1,3,2-benzodioxaphosphorine-2-
sulfide

Dioxabenzofos 3811-49-2

100の15
2-メトキシ-1,3,2,-ベンゾジオキサホスホリン-2-スル
フィド及びこれを含有する製剤

2-Mercaptoethanol
60-24-2（＞10％は毒
物）

100の16

2-メルカプトエタノール10%以下を含有する製剤。ただ
し、容量20 L以下の容器に収められたものであって、
0.1%以下を含
有するものを除く。

Monensin 17090-79-8

モネンシンナトリウム Sodium monensin 22373-78-0

水素化ゲルマニウム Germanium tetrahydride Germane 7782-65-2

100の18 モノゲルマン及びこれを含有する製剤 モノフルオロ酢酸パラブロムアニリド Monofluoroaceto-p-bromoanilide FABA 351-05-3

101
モノフルオール酢酸パラブロムアニリド及びこれを含有す
る製剤

FABB N-(p-Bromobenzyl)-2-fluoroacetamide FABB 24312-44-5

101の2
モノフルオール酢酸パラブロムベンジルアミド及びこれを
含有する製剤

Hydrogen iodide 10034-85-2

ヨウ化水素酸ヨード水素酸 Hydroiodic acid

ヨードメタン Methyl iodide 74-88-4

102の2 沃化メチル Lasalocid 11054-70-9

102の3
ラサロシド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製
剤
(但し、ラサロシドとして2％以下は除く)

五硫化リン、五硫化二リン Phosphorus pentasulfide Phosphorus sulfide 1314-80-3

三硫化リン、三硫化四リン Phosphorus trisulfide 1314-85-8

Sulphuric acid Sulfuric acid 7664-93-9

104
硫酸及びこれを含有する製剤
(但し、10％以下は除く)

Thallium sulfate 7446-18-6

105

硫酸タリウム及びこれを含有する製剤
(但し、0.3％以下を含有し、黒色かつ着色され、かつ、
トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているも
のを除く)

硫酸パラジメチルアミノフェニルジアゾ
ニウムナトリウム、パラジメチルアミノ
フェニルジアゾスルホン酸ナトリウム塩

p-Dimethylaminobenzenediazo sodium
sulfonate

DAPA 140-56-7

硫酸パラジメチルアミノフェニルジアゾ
ニウム

p-Dimethylaminobenzenediazo sulfonate

リン化亜鉛 Zinc phosphide 1314-84-7

107

燐化亜鉛及びこれを含有する製剤
(但し、1％以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウ
ガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを
除く)

チオシアノ酢酸エチルエステル Ethyl thiocyanoacetate 5349-28-0

108
ロダン酢酸エチル及びこれを含有する製剤
(但し、1％以下は除く)

Rotenone 83-79-4

109
ロテノン及びこれを含有する製剤
(但し、2％以下は除く)

103 硫化燐及びこれを含有する製剤

106
硫酸パラジメチルアミノフェニルジアゾニウム、その塩類
及びこれらのいずれかを含有する製剤

100の17
モネンシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製
剤
(但し、8％以下は除く)

102 沃化水素及びこれを含有する製剤



32 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 4-[6-(アクリロイルオキシ）ヘキシルオキシ-4'-シアノビフェニル及びこれを含有する製剤

(2) ［2-アセトキシ-4-（ジエチルアミノ）ベンジリデン］マロノニトリル及びこれを含有する製剤

(3) アセトニトリル４０％以下を含有する製剤

(4) 4,4'-アゾビス（4-シアノ吉草酸）及びこれを含有する製剤

(5)
5-アミノ-1-(2,6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェニル)-4-エチルスルフィニル-1H-ピラゾール-3-カルボニトリル（別名エチプロール）及びこれを含
有する製剤

(6)
5-アミノ-1-(2,6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェニル)-3-シアノ-4-トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール（別名フィプロニル）1%(マイクロ
カプセル製剤にあっては、5%)以下を含有する製剤

(7) 4-アルキル安息香酸シアノフェニル及びこれを含有する製剤

(8) 4-アルキル-4"-シアノ-パラ-テルフェニル及びこれを含有する製剤

(9) 4-アルキル-4'-シアノビフェニル及びこれを含有する製剤

(10) 4-アルキル-4'-シアノフェニルシクロヘキサン及びこれを含有する製剤

(11) 5-アルキル-2-(4-シアノフェニル)ピリミジン及びこれを含有する製剤

(12) 4-アルキルシクロヘキシル-4'-シアノビフェニル及びこれを含有する製剤

(13) 5-(4-アルキルフェニル)-2-(4-シアノフェニル)ピリミジン及びこれを含有する製剤

(14) 4-アルコキシ-4'-シアノビフェニル及びこれを含有する製剤

(15) 4-イソプロピルベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(16)
(E)-ウンデカ-9-エンニトリル、(Z)-ウンデカ-9-エンニトリル及びウンデカ-10-エンニトリルの混合物（(E)-ウンデカ-9-エンニトリル45%以上55%以下
を含有し、(Z)-ウンデカ-9-エンニトリル23%以上33%以下を含有し、かつ、ウンデカ-10-エンニトリル10%以上20%以下を含有するものに限る。）及び
これを含有する製剤

(17) 4-[トランス-4-(トランス-4-エチルシクロヘキシル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(18) 4-[5-(トランス-4-エチルシクロヘキシル)-2-ピリミジニル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(19) 4-(トランス-4-エチルシクロヘキシル)-2-フルオロベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(20) トランス-4'-エチル-トランス-1,1'-ビシクロヘキサン-4-カルボニトリル及びこれを含有する製剤

(21) 4'-[2-(エトキシ)エトキシ]-4-ビフェニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤

(22) 4-[トランス-4-(エトキシメチル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(23) 3-(オクタデセニルオキシ)プロピオノニトリル及びこれを含有する製剤

(24) オレオニトリル及びこれを含有する製剤

(25) カプリニトリル及びこれを含有する製剤

(26) カプリロニトリル及びこれを含有する製剤

(27) 2-(4-クロル-6-エチルアミノ-S-トリアジン-2-イルアミノ)-2-メチル-プロピオニトリル50%以下を含有する製剤

(28) 4-クロロ-2-シアノ-N,N-ジメチル-5-パラ-トリルイミダゾール-１-スルホンアミド及びこれを含有する製剤

(29) 3-クロロ-4-シアノフェニル=4-エチルベンゾアート及びこれを含有する製剤

(30) 3-クロロ-4-シアノフェニル=4-プロピルベンゾアート及びこれを含有する製剤

(31)
1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル）-5-[メチル（プロプ-2-イン-1-イル）アミノ]-1H-ピラゾール-4-カルボニトリル
（別名ピラクロニル）及びこれを含有する製剤

(32) (E)-[(4RS)-4-(2-クロロフェニル）-1,3-ジチオラン-2-イリデン]（1H-イミダゾール-1-イル）アセトニトリル及びこれを含有する製剤

(33) 2-(4-クロロフェニル)-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)ヘキサンニトリル(別名ミクロブタニル)及びこれを含有する製剤

(34) (RS)-4-(4-クロロフェニル)-2-フェニル-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)ブチロニトリル及びこれを含有する製剤

(35) 高分子化合物

(36) シアノアクリル酸エステル及びこれを含有する製剤

(37)
N-(2-シアノエチル)-1,3-ビス(アミノメチル)ベンゼン、N,N'-ジ(2-シアノエチル)-1,3-ビス(アミノメチル)ベンゼン及びN,N,N'-トリ(2-シアノエチル)-1,3-
ビス(アミノメチル)ベンゼンの混合物並びにこれを含有する製剤

(38) (RS)-2-シアノ-N-[(R)-1-(2,4-ジクロロフェニル)エチル]-3,3-ジメチルブチラミド(別名ジクロシメツト)及びこれを含有する製剤

(39) 2-シアノ-3,3-ジフェニルプロパ-2-エン酸 2-エチルヘキシルエステル及びこれを含有する製剤

(40) 4-シアノ-3,5-ジフルオロフェニル=4-ブタ-3-エニルベンゾアート及びこれを含有する製剤

(41) 4-シアノ-3,5-ジフルオロフェニル=4-ペンチルベンゾアート及びこれを含有する製剤

(42) N-(1-シアノ-1,2-ジメチルプロピル)-2-(2,4-ジクロロフェノキシ)プロピオンアミド及びこれを含有する製剤

(43) N-[(RS)-シアノ(チオフェン-2-イル)メチル]-4-エチル-2-(エチルアミノ)-1,3-チアゾール-5-カルボキサミド(別名エタボキサム)及びこれを含有する製剤

(44) 4'-シアノ-4-ビフェニリル=トランス-4-エチル-1-シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤

(45) 4'-シアノ-4-ビフェニリル=トランス-4-(トランス-4-プロピルシクロヘキシル)-1-シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤

(46) 4-シアノ-4'-ビフェニリル=4-(トランス-4-プロピルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(47) 4'-シアノ-4-ビフェニリル=4'-ヘプチル-4-ビフェニルカルボキシラート及びこれを含有する製剤

(48) 4'-シアノ-4-ビフェニリル=トランス-4-(トランス-4-ペンチルシクロヘキシル)-1-シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤

(49) 4-シアノ-4'-ビフェニリル=4-(トランス-4-ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(50) 4-シアノフェニル=トランス-4-ブチル-1-シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤

(51) 4-シアノフェニル=トランス-4-プロピル-1-シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤



(52) 4-シアノフェニル=トランス-4-ペンチル-1-シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤

(53) 4-シアノフェニル=4-(トランス-4-ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(54)

（Ｅ）-2-｛2-（4-シアノフェニル）-1-［3-（トリフルオロメチル）フェニル］エチリデン｝-Ｎ-［4-（トリフルオロメトキシ）フェニル］ヒドラジンカ
ルボキサミドと（Ｚ）-2-｛2-（4-シアノフェニル）-1-［3-（トリフルオロメチル）フェニル］エチリデン｝-N-［四-（トリフルオロメトキシ）フェニ
ル］ヒドラジンカルボキサミドとの混合物（（Ｅ）-2-｛2-（4-シアノフェニル）-1-［3-（トリフルオロメチル）フェニル］エチリデン｝-Ｎ-［4-（トリ
フルオロメトキシ）フェニル］ヒドラジンカルボキサミド90％以上を含有し、かつ、（Ｚ）-2-｛2-（4-シアノフェニル）-1-［3-（トリフルオロメチル）
フェニル］エチリデン｝-N-［4-（トリフルオロメトキシ）フェニル］ヒドラジンカルボキサミド10％以下を含有するものに限る。）（別名メタフルミゾ
ン）及びこれを含有する製剤

(55) (S)-4-シアノフェニル=4-(2-メチルブトキシ)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(56) (RS)-シアノ-(3-フェノキシフェニル)メチル=2,2,3,3-テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名フェンプロパトリン)1%以下を含有する製剤

(57) (RS)-α-シアノ-3-フェノキシベンジル=N-(2-クロロ-α,α,α-トリフルオロ-パラトリル)-D-バリナート(別名フルバリネート)5%以下を含有する製剤

(58)
α-シアノ-3-フェノキシベンジル=2,2-ジクロロ-1-(4-エトキシフェニル)-1-シクロプロパンカルボキシラート(別名シクロプロトリン)及びこれを含有する
製剤

(59)
(S)-α-シアノ-3-フェノキシベンジ=(1R,3R)-3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパン-カルボキシラートと(R)-α-シアノ-3-フェノキシベン
ジル=(1S,3S)　-3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパン-カルボキシラートとの等量混合物0.88%以下を含有する製剤

(60)
(S)-α-シアノ-3-フェノキシベンジル=(1R,3S)-2,2-ジメチル-3-(1,2,2,2-テトラブロモエチル)シクロプロパンカルボキシラート(別名トラロメトリ
ン)0.9%以下を含有する製剤

(61)
(S)-α-シアノ-3-フェノキシベンジル=(Z)-(1R,3S) -2,2-ジメチル-3-[2-(2,2,2-トリフルオロ-1-トリフルオロメチルエトキシカルボニル)ビニル]シクロプ
ロパンカルボキシラート及びこれを含有する製剤

(62)

(S)-α-シアノ-3-フェノキシベンジル=(1R,3R)-2,2-ジメチル-3-(2-メチル-1-プロペニル)-1-シクロプロパンカルボキシラートと(R)-α-シアノ-3-フェノ
キシベンジル=(1R,3R)-2,2-ジメチル-3-(2-メチル-1-プロペニル)-1-シクロプロパンカルボキシラートとの混合物　((S)-α-シアノ-3-フェノキシベンジル
=(1R,3R)-2,2-ジメチル-3-(2-メチル-1-プロペニル)-1-シクロプロパンカルボキシラート91%以上99%以下を含有し、かつ、(R)-α-シアノ-3-フェノキ
シベンジル=(1R,3R)-2,2-ジメチル-3-(2-メチル-1-プロペニル)-1-シクロプロパンカルボキシラート1%以上9%以下を含有するものに限る。)10%以下を
含有するマイクロカプセル製剤

(63) (RS)-α-シアノ-3-フェノキシベンジル=(1R,3R)-2,2-ジメチル-3-(2-メチル-1-プロペニル)-1-シクロプロパンカルボキシラート8%以下を含有する製剤

(64) (RS)-α-シアノ-3-フェノキシベンジル=(1R,3S)-2,2-ジメチル-3-(2-メチル-1-プロペニル)-1-シクロプロパンカルボキシラート2%以下を含有する製剤

(65) 4-シアノ-3-フルオロフェニル=4-(トランス-4-エチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(66) 4-シアノ-3-フルオロフェニル=4-エチルベンゾアート及びこれを含有する製剤

(67) 4-シアノ-3-フルオロフェニル=4-(エトキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(68) 4-シアノ-3-フルオロフェニル=4-(トランス-4-ブチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(69) 4-シアノ-3-フルオロフェニル=4-ブチルベンゾアート及びこれを含有する製剤

(70) 4-シアノ-3-フルオロフェニル=4-(ブトキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(71) 4-シアノ-3-フルオロフェニル=4-(トランス-4-プロピルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(72) 4-シアノ-3-フルオロフェニル=4-プロピルベンゾアート及びこれを含有する製剤

(73) 4-シアノ-3-フルオロフェニル=4-(プロポキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(74) 4-シアノ-3-フルオロフェニル=4-ヘプチルベンゾアート及びこれを含有する製剤

(75) 4-シアノ-3-フルオロフェニル=4-[(3E)-ペンタ-3-エン-1-イル]ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(76) 4-シアノ-3-フルオロフェニル=4-(ペンチルオキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(77) 4-シアノ-3-フルオロフェニル=4-(トランス-4-ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(78) 4-シアノ-3-フルオロフェニル=4-ペンチルベンゾアート及びこれを含有する製剤

(79) α-シアノ-4-フルオロ-3-フェノキシベンジル=3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート0.5%以下を含有する製剤

(80)
2-シアノ-N-メチル-2-[3-(2,4,6-トリオキソテトラヒドロピリミジン-5-(2H)-イリデン)-2,3-ジヒドロ-1H-イソインドール-1-イリデン]アセトアミド
（別名ピグメントイエロー１８５)及びこれを含有する製剤

(81) N-シアノメチル-4-（トリフルオロメチル）ニコチンアミド(別名フロニカミド)及びこれを含有する製剤

(82) N-（4-シアノメチルフェニル）-2-イソプロピル-5-メチルシクロヘキサンカルボキサミド及びこれを含有する製剤

(83) トランス-1-(2-シアノ-2-メトキシイミノアセチル)-3-エチルウレア(別名シモキサニル)及びこれを含有する製剤

(84) 1,4-ジアミノ-2,3-ジシアノアントラキノン及びこれを含有する製剤

(85) O,O-ジエチル-O-(α-シアノベンジリデンアミノ)チオホスフェイト(別名ホキシム)及びこれを含有する製剤

(86) 3,3'-(1,4-ジオキソピロロ[3,4-c]ピロール-3,6-ジイル)ジベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(87) シクロへキシリデン-o-トリルアセトニトリル及びこれを含有する製剤

(88) 2-シクロへキシリデン-2-フェニルアセトニトリル及びこれを含有する製剤

(89)
シクロポリ（3〜4）[ジフェノキシ、フェノキシ（4-シアノフェノキシ）及び[ビス（4-シアノフェノキシ）]ホスフアゼン]の混合物並びにこれを含有する製
剤

(90) 2,6-ジクロルシアンベンゼン及びこれを含有する製剤

(91) 3,4-ジクロロ-2’-シアノ-1,2-チアゾール-5-カルボキサニリド（別名イソチアニル）及びこれを含有する製剤

(92)
1-(2,6-ジクロロ-α,αα -トリフルオロ-p-トリル）-4-（ジフルオロメチルチオ）-5-[(2-ピリジルメチル）アミノ]ピラゾール-3-カルボニトリル（別名ピ
リプロール）2.5％以下を含有する製剤

(93)
（E）-[(4R)-4-(2,4-ジクロロフェニル)-1,3-ジチオラン-2-イリデン]（1H-イミダゾール-1-イル）アセトニトリル及びこれを含有する製剤

(94) ジシアンジアミド及びこれを含有する製剤

(95) 2,6-ジフルオロ-4-（トランス-4-ビニルシクロヘキシル）ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤



(96) 2,6-ジフルオロ-4-（トランス-4-プロピルシクロヘキシル）ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(97) 2,6-ジフルオロ-4-（5-プロピルピリミジン-2-イル）ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(98) 4-[2,3-(ジフルオロメチレンジオキシ)フェニル]ピロール-3-カルボニトリル(別名フルジオキソニル)及びこれを含有する製剤

(99) 3,7-ジメチル-2,6-オクタジエンニトリル及びこれを含有する製剤

(100) 3,7-ジメチル-6-オクテンニトリル及びこれを含有する製剤

(101) 3,7-ジメチル-2,6-ノナジエンニトリル及びこれを含有する製剤

(102) 3,7-ジメチル-3,6-ノナジエンニトリル及びこれを含有する製剤

(103) 4,8-ジメチル-7-ノネンニトリル及びこれを含有する製剤

(104) ジメチルパラシアンフェニル-チオホスフェイト及びこれを含有する製剤

(105) 3-(6，6-ジメチルピシクロ[3. 1. 1]へプタ－2－エン－2－イル)－2，2－ジメチルプロパンニトリル及びこれを含有する製剤

(106) N-(α,α-ジメチルベンジル)-2-シアノ-2-フェニルアセトアミド及びこれを含有する製剤

(107) 4,4-ジメトキシブタンニトリル及びこれを含有する製剤

(108) 3,5-ジヨード-4-オクタノイルオキシベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(109) ステアロニトリル及びこれを含有する製剤

(110) 染料

(111) テトラクロル-メタジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤

(112)

２，３，５，６－テトラフルオロ－４－（メトキシメチル）ベンジル＝（Ｚ）－（１Ｒ，３Ｒ）－３－（２－シアノプロパ－１－エニル）－２，２－ジメチル
シクロプロパンカルボキシラート、２，３，５，６－テトラフルオロ－４－（メトキシメチル）ベンジル＝（Ｅ）－（１Ｒ，３Ｒ）－３－（２－シアノプロパ
－１－エニル）－２，２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート、２，３，５，６－テトラフルオロ－４－（メトキシメチル）ベンジル＝（Ｚ）－（１
Ｓ，３Ｓ）－３－（２－シアノプロパ－１－エニル）－２，２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート、２，３，５，６－テトラフルオロ－４－（メトキ
シメチル）ベンジル＝（ＥＺ）－（１ＲＳ，３ＳＲ）－３－（２－シアノプロパ－１－エニル）－２，２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート及び２，
３，５，６－テトラフルオロ－４－（メトキシメチル）ベンジル＝（Ｅ）－（１Ｓ，３Ｓ）－３－（２－シアノプロパ－１－エニル）－２，２－ジメチルシク
ロプロパンカルボキシラートの混合物（２，３，５，６－テトラフルオロ－４－（メトキシメチル）ベンジル＝（Ｚ）－（１Ｒ，３Ｒ）－３－（２－シアノプ
ロパ－１－エニル）－２，２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート８０．９％以上を含有し、２，３，５，６－テトラフルオロ－４－（メトキシメチ
ル）ベンジル＝（Ｅ）－（１Ｒ，３Ｒ）－３－（２－シアノプロパ－１－エニル）－２，２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート１０％以下を含有し、
２，３，５，６－テトラフルオロ－４－（メトキシメチル）ベンジル＝（Ｚ）－（１Ｓ，３Ｓ）－３－（２－シアノプロパ－１－エニル）－２，２－ジメチル
シクロプロパンカルボキシラート２％以下を含有し、２，３，５，６－テトラフルオロ－４－（メトキシメチル）ベンジル＝（ＥＺ）－（１ＲＳ，３ＳＲ）－
３－（２－シアノプロパ－１－エニル）－２，２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート１％以下を含有し、かつ、２，３，５，６－テトラフルオロ－４
－（メトキシメチル）ベンジル＝（Ｅ）－（１Ｓ，３Ｓ）－３－（２－シアノプロパ－１－エニル）－２，２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート０．
２％以下を含有するものに限る。）並びにこれを含有する製剤

(113) (4Z)-4-ドデセンニトリル及びこれを含有する製剤

(114) トリチオシクロヘプタジエン-3,4,6,7-テトラニトリル15%以下を含有する薫蒸剤

(115)
2-トリデセンニトリルと3-トリデセンニトリルとの混合物（2-トリデセンニトリル80%以上84%以下を含有し、かつ、3-トリデセンニトリル15%以上
19%以下を含有するものに限る。）及びこれを含有する製剤

(116) 2,2,2-トリフルオロエチル＝[(1S)-1-シアノ-2-メチルプロピル]カルバマート及びこれを含有する製剤

(117) 2,2,3-トリメチル-3-シクロペンテンアセトニトリル10%以下を含有する製剤

(118)
p-トルエンスルホン酸＝4-［［3-［シアノ（2-メチルフェニル）メチリデン］チオフェン-2(3Ｈ)-イリデン］アミノオキシスルホニル］フェニル及びこれ
を含有する製剤

(119) ノナ-2,6-ジエンニトリル及びこれを含有する製剤

(120) パラジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤

(121) パルミトニトリル及びこれを含有する製剤

(122) 1,2-ビス(N-シアノメチル-N,N-ジメチルアンモニウム)エタン=ジクロリド及びこれを含有する製剤

(123) 2-ヒドロキシ-5-ピリジンカルボニトリル及びこれを含有する製剤

(124) 4-(トランス-4-ビニルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(125) 3-ピリジンカルボニトリル及びこれを含有する製剤

(126) (2Z)-2-フェニル-2-ヘキセンニトリル及びこれを含有する製剤

(127) ブチル=(R)-2-[4-(4-シアノ-2-フルオロフェノキシ)フェノキシ]プロピオナート（別名シハロホップブチル）及びこれを含有する製剤

(128) トランス-4-(5-ブチル-1,3-ジオキサン-2-イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(129) 4-[トランス-4-[2-(トランス-4-ブチルシクロヘキシル）エチル]シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(130) 4-[トランス-4-(トランス-4-ブチルシクロヘキシル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(131) 4-ブチル-2,6-ジフルオロ安息香酸 4-シアノ-3-フルオロフェニルエステル及びこれを含有する製剤

(132)
（Ｅ）-2-（4-ターシャリ-ブチルフェニル）-2-シアノ-1-（1,3,4-トリメチルピラゾール-5-イル）ビニル＝2,2-ジメチルプロピオナート（別名シエノピ
ラフェン）及びこれを含有する製剤

(133) トランス-4'-ブチル-トランス-4-ヘプチル-トランス-1,1'-ビシクロヘキサン-4-カルボニトリル及びこれを含有する製剤

(134) 4'-[トランス-4-(3-ブテニル)シクロヘキシル]-4-ビフェニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤

(135) 4-[トランス-4-(3-ブテニル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(136) 2-フルオロ-4-[トランス-4-(トランス-4-エチルシクロヘキシル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(137)
（Ｚ）-2-[2-フルオロ-5-(トリフルオロメチル)フェニルチオ]-2-[3-(2-メトキシフェニル）-1,3-チアゾリジン-2-イリデン]アセトニトリル（別名フルチ
アニル）及びこれを含有する製剤

(138) 2-フルオロ-4-（トランス-4-ビニルシクロヘキシル）ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(139) 2-フルオロ-4-[トランス-4-（E）-(プロパ-1-エン-1-イル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(140) 2-フルオロ-4-[トランス-4-(トランス-4-プロピルシクロヘキシル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(141) 2-フルオロ-4-(トランス-4-プロピルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(142) 3'-フルオロ-4"-プロピル-4-パラ-テルフェニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤

(143) 2-フルオロ-4-(トランス-4-ペンチルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤



(144) 2-フルオロ-4-[トランス-4-(3-メトキシプロピル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(145) トランス-4-(5-プロピル-1,3-ジオキサン-2-イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(146) 4-[トランス-4-(2-トランス-4-プロピルシクロヘキシル)エチル]シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(147) 4-[トランス-4-(トランス-4-プロピルシクロヘキシル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(148) 2-[2-(プロピルスルホニルオキシイミノ)チオフェン-3(2H)-イリデン]-2-(2-メチルフェニル)アセトニトリル及びこれを含有する製剤

(149) 4-[2-(トランス-4'-プロピル-トランス-1,1'-ビシクロヘキサン-4-イル)エチル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(150) 4-[トランス-4-(1-プロペニル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(151)
3-ブロモ-1-(3-クロロピリジン-2-イル)-N-[4-シアノ-2-メチル-6-(メチルカルバモイル)フェニル]-1H-ピラゾール-5-カルボキサミド(別名シアントラニ
リプロール)及びこれを含有する製剤

(152) 4-ブロモ-2-(4-クロロフェニル)-1-エトキシメチル-5-トリフルオロメチルピロール-3-カルボニトリル(別名クロルフェナピル)0.6%以下を含有する製剤

(153) 2-ブロモ-2-(ブロモメチル)グルタロニトリル及びこれを含有する製剤

(154) 3-(シス-3-ヘキセニロキシ)プロパンニトリル及びこれを含有する製剤

(155) 4-[5-(トランス-4-ヘプチルシクロヘキシル)-2-ピリミジニル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(156) ペンタクロルマンデル酸ニトリル及びこれを含有する製剤

(157) トランス-4-(5-ペンチル-1,3-ジオキサン-2-イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(158) 4-[トランス-4-(トランス-4-ペンチルシクロヘキシル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(159) 4-[5-(トランス-4-ペンチルシクロヘキシル)-2-ピリミジニル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(160) 4-ペンチル-2,6-ジフルオロ安息香酸 4-シアノ-3-フルオロフェニルエステル及びこれを含有する製剤

(161) 4-[(E)-3-ペンテニル]安息香酸 4-シアノ-3,5-ジフルオロフェニルエステル及びこれを含有する製剤

(162) 4'-[トランス-4-(4-ペンテニル)シクロヘキシル]-4-ビフェニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤

(163) 4-[トランス-4-(1-ペンテニル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(164) 4-[トランス-4-(3-ペンテニル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(165) 4-[トランス-4-(4-ペンテニル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(166) ミリストニトリル及びこれを含有する製剤

(167) メタジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤

(168) 4'-メチル-2-シアノビフェニル及びこれを含有する製剤

(169) メチル=(E)-2-[2-[6-(2-シアノフェノキシ)ピリミジン-4-イルオキシ]フェニル]-3-メトキシアクリレート80%以下を含有する製剤

(170) 2-メチルデカンニトリル及びこれを含有する製剤

(171) 3-メチル-2-ノネンニトリル及びこれを含有する製剤

(172) 3-メチル-3-ノネンニトリル及びこれを含有する製剤

(173) 2-[2-（4-メチルフェニルスルホニルオキシイミノ）チオフェン-3（2H）-イリデン]-2-（2-メチルフェニル）アセトニトリル及びこれを含有する製剤

(174)
（Z)-[5-[4-（4-メチルフェニルスルホニルオキシ）フェニルスルホニルオキシイミノ]-5H-チオフェン-2-イリデン]-（2-メチルフェニル）アセトニトリ
ル及びこれを含有する製剤

(175) 3－メチル－5－フェニルペンタ－2－エンニトリルおよびこれを含有する製剤

(176)
2-メトキシエチル=（RS)-2-（4-ｔ-ブチルフェニル）-2-シアノ-3-オキソ-3-（2-トリフルオロメチルフェニル）プロパノアート（別名シフルメトフェ
ン）及びこれを含有する製剤

(177) 4-[トランス-4-(メトキシプロピル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(178) 4-[トランス-4-(メトキシメチル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(179) ラウロニトリル及びこれを含有する製剤
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