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７ 化学物質管理に関する法令 
 

７－１ 国際的な化学物質管理の動向 
 

１ 国際的な化学物質管理のためのアプローチ 
 

（１）地球サミットのアジェンダ２１ 
  １９９２（平成４）年：国際連合環境開発会議（リオサミット）で採択 「有害化学物質の環境上適正な管理

（１９章）」 

①化学物質によるリスクを総合的に減らすためには 

②化学物質が製造され又は副生され、輸送、貯蔵、販売、使用され、廃棄されるまでの全ての場所で 

③化学物質の有害性・危険性（ハザード）の種類と程度及び被害が出る可能性（リスク）の程度を知り 

④適正な管理体制を作り上げる 

（２）ヨハネスブルグサミット（WSSD） 
  ２００２（平成１４）年９月のサミットで実施計画を設定 

  「２０２０年までに化学物質の製造と使用による人への健康と環境への著しい悪影響を最小化することを

目指すとの目標（WSSD２０２０年目標）を設定」 

（３）２００６（平成１８）年２月 第１回国際化学物質管理会議（ＩＣＣＭ）ドバイで開催 
ＳＡＩＣＡＭ（国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ）採択 

  サイカム（SAICAM：Strategic Approach International Chemicals Management）を採択 

①「ドバイ宣言」：２０２０（平成３２）年までに化学物質が健康や環境への影響を最小とする方法で生産・

使用されるようにすることを目標に掲げた、３０項目からなる宣言文 

②包括的方針戦略：ＳＡＩＣＭの対象範囲、必要性、目的、財政的事項、原則とアプローチ、実施と進捗

の評価を定めた文書 

③世界行動計画：ＳＡＩＣＭの目的を達成するために関係者が取りうる行動についてガイダンス文書とし

て２７３項目をリストアップ 

（４）ＳＡＩＣＡＭの関連スケジュール 
  ①２００９（平成２１）年５月：第２回国際化学物質管理会議（ＩＣＣＭ）ＳＡＩＣＡＭの実施状況のレビュー、

新規課題の採択 

  ②２０１２（平成２４）年９月：第３回国際化学物質管理会議（ＩＣＣＭ）ＳＡＩＣＡＭの実施状況の評価 

  ③ＳＡＩＣＡＭ各国の国内計画の動向 

   ・アメリカ：ＳＡＩＣＡＭに対応するため、北米環境協力委員会（ＣＥＡ）で、実施のための化学物質管理

戦略を策定  

   ・カナダ：ＣＥＡでの活動以外にカナダとしての「化学物質管理計画」を策定 

   ・英国：２００４年に国内計画を策定（２００６年に修正） 

   ・オーストラリア：２００７年に「化学物質環境管理の国家的枠組み」を策定 

   ・韓国：２０１１年１月に「化学物質管理基本計画」を策定。２０１１年１１月に国内計画を策定 

  ④日本での対応：ＳＡＩＣＡＭを環境基本計画の政策文書として位置づけ 

   化学物質関連法規（化審法、化管法等）の改正で対応 
 

２ 国際的な化学物質関連条約等 
 

（１）ＰＯＰｓ条約（２００４年５月発効）残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 
①ＰＯＰｓ：毒性、難分解性、生物蓄積性、長距離移動性 

②加盟国の主要な義務の内容   

・製造・使用、輸出入の原則禁止（附属書Ａ） 

・製造・使用、輸出入の制限（附属書Ｂ） 

・新規ＰＯＰｓの製造・使用防止のための措置 
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・非意図的生成物（附属書Ｃ）の排出の削減及び廃絶 

・ストックパイル、廃棄物の適正処理（汚染土壌の適切な浄化を含む） 

・ＰＣＢ含有機器については、２０２５年までに使用の停止、２０２８年までに廃液、機器の処理（廃絶） 

③ＰＯＰｓ条約の対象物質（２０１３年４月、第６回締結国会議で追加等あり） 

    ・附属書Ａ：アルドリン、クロルデン、ディルドリン、エンドリン、ヘキサブロモジフェニルエーテル、ヘプタ

ブロモジフェニルエーテル、ヘキサクロロベンゼン、リンデン、ペンタクロロベンゼン、ポリ塩化

ビフェニル（ＰＣＢ）、テトラブロモジフェニルエーテル、ヘキサブロモシクロドデカン等 

  ・附属書Ｂ：ＤＤＴ、ＰＦＯＳとその塩，ＰＦＯＳＦ（ＰＦＯＳについては半導体用途等における製造・使用等 

ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン（ＰＣＤＤ）、ポリ塩化ジベンゾフラン（ＰＣＤＦ）、※ＨＣＢ、

の禁止の除外を規定）  

・附属書Ｃ：ヘキサクロロベンゼン（ＨＣＢ）、ペンタクロロベンゼン（ＰｅＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）、

等５種類、※一部附属書Ａとの重複あり 
 

（２）ＰＩＣ条約（２００４年９月発効、１２０カ国） 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤につ

いての事前かつ情報に基づく同意の手続きに関するロッテルダム条約 

①輸出国で禁止又は厳しく規制された化学物質、駆除剤を輸出する際、事前に輸入国へ有害情報を

通報し、事前に輸入意思を確認する 

②ＰＩＣ条約の対象物質（条約付属書） 

    ・ＤＤＴ、アルドリン、ＰＣＢ、水銀及び水銀化合物等    

・２０１３年５月（附属書Ⅲ：輸出手続きが必要な化学物質）に 4 物質群が追加勧告 
 

（３）ＧＨＳ（化学品の分類・表示に関する世界調和システム）【2003 年 7 月 国連勧告】 
世界的に統一されたルールに従って化学品を危険有害性（ハザード）ごとに分類し、その情報を一目

でわかるように表示し、ＳＤＳ（安全データシート）を提供するシステム 

①危険有害性：爆発性・引火性、急性毒性、発がん性、水生環境有害性 

②注意喚起表示：危険、警告その他の換気語 

③注意表示：ドクロマーク、エクスクラメーション 第７－５章で，ＧＨＳの詳細、我が国の対応内容を紹介 
 

7-2 欧州の動向 （化学物質管理） 
 

１ ＷＥＥＥ（ウィー）指令・ＲｏＨＳ（ローズ）指令 
 

（１）ＷＥＥＥ指令とＲｏＨＳ指令の概要 
ＷＥＥＥ指令（Waste Electrical and Electronic Equipment  ＝ 廃電気電子機器） 

ＲｏＨＳ指令（Restriction of Hazardous Substances) 
 

ＥＵでは、廃電気電子機器（ＷＥＥＥ）が年間６００万トン（１人２０ｋｇ）排出し、毎年５％増加している。ＷＥ

ＥＥの９０％は何の前処理もされずに埋立又は焼却され、埋立地における鉛の４０％、焼却施設における鉛

の５０％はＷＥＥＥに起因していると問題視している。 

ＷＥＥＥ指令の目的（理念）は、ＷＥＥＥからの環境汚染の予防であり、生産を規制するものではなく、埋

立処分などを少なくするためのリユースやリサイクルを推奨することである。 

一方、ＲｏＨＳ指令は、有害物質を含有した製品を市場に入れないための指令である。販売された製品

に有害物質が非含有であれば、埋立処分された廃棄物に起因する土壌汚染などが起きないことになる。

特に指令全文ではカドミウムに関して、環境汚染と戦うための共同行動計画を引用し、カドミウムの使用制

限とカドミウムの使用は適切でより安全な代替物が存在しない場合に限定すべきことを強調している。 
 

（２）ＷＥＥＥ指令の内容と対象製品 
ＷＥＥＥ指令は、電気電子機器製造者の廃棄物に関連した製造物責任を強化することで、主な内容は

次のとおりである。 

①製造者は電気電子機器を回収し、リサイクルする責任を負う。そのため、廃棄する製品の回収と処理
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を自己資金で行うか、または共同融資プログラム等の形で他の企業と提携するか、いずれかを選択す

ることができる。 

②消費者は、廃棄する製品を無料で返却することができる。 

③製造者は新製品を市場に投入する前に、保証金の支払を義務付けられる。これは、これらの製品のリ

サイクル費用資金を確保することを目的としている。 

④製造日､または製造者を容易に識別できるような表示をしなくてはならない。 

⑤製造者は、処理施設に対し、危険物質、危険調剤の場所、構成部品と材料の詳細を提示する用意が

必要である。 

⑥指令発効前に市場に投入された製品（旧製品）についても、製造者は費用分担システムに基づき、リ

サイクル費用を負担しなくてはならない。 
 

ＷＥＥＥ指令の対象製品 

１ 大型家庭用電気器具（例：冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、エアコン等） 

２ 小型家庭用電気器具（例：電気掃除機、アイロン、ヘアドライヤー、トースター、時計等） 

３ ＩＴ及び通信機器（例：パソコン、プリンター、コピー機、電話機等） 

４ 民生用機器（例：ラジオ、テレビ、ＨｉＦｉ機器、楽器等） 

５ 照明機器（例：蛍光灯、ナトリウムスチーム電球－低エネルギー電球と通常の電球は除く） 

６ 電気・電子工具（例：電気ドリル、旋盤、フライス盤、研磨盤、芝刈機等） 

７ 玩具、レジャー用機器（例：ビデオゲーム機、スロットマシン等） 

８ 医療用具（例：透析装置、放射線療法機器、心電図測定器、人工呼吸器等） 

９ 監視・制御装置（例：火災報知器、サーモスタット、工場設置の監視測定装置等） 

10 自動販売機 
 

（３）ＲｏＨＳ指令の内容と特徴 
ＲｏＨＳ指令は、家庭で使用されている電子機器に関して６種類の有害物質の使用を禁止するものであ

る。対象となる機器、禁止される物質、具体的禁止の手続きなどは次の通りである。 
 

①対象機器 

ＷＥＥＥ指令に示されている１０カテゴリーの内の８つに属する電気電子機器で、交流１，０００V また

は直流１，５００V を超えない電圧範囲で使用されるように設計された製品。［上表の８：医療用具、９：

監視・制御装置を除く］ 
 

②禁止される物質 

鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ＰＢＢ（ポリ臭化ビフェニル）、ＰＢＤＥ（ポリ臭化ジフェニルエーテ

ル）の６種類。ＰＢＢ、ＰＢＤＥは臭素系難燃剤で、テレビなどの背面カバーなどに使われていたプラス

チック。ただし、付属書には「蛍光管に使用される水銀」などの適用除外が記載されている。 
 

③最大許容濃度と測定法 

ＲｏＨＳ規制物質の適合可否基準は、均質材料あたりの重量費比における最大許容濃度である。 
 

ＲｏＨＳ指令の最大許容濃度  
規制対象物質 最大許容濃度 測 定 法（注） 

鉛 ０．１％（１，０００ｐｐｍ） ○関税での非破壊検査が中心 

Ｓｔｅｐ１：携帯蛍光 X 線分析装置でスクーリング 

（白・灰色・黒の判定） 

Ｓｔｅｐ２：Ｓｔｅｐ１でグレーゾーンになった場合 

精密な非破壊の分析法定 

Ｓｔｅｐ３：判定不服（精密破壊分析法） 

水銀 ０．１％（１，０００ｐｐｍ） 

カドミウム ０．０１％（１００ｐｐｍ） 

六価クロム ０．１％（１，０００ｐｐｍ） 

ＰＢＢ ０．１％（１，０００ｐｐｍ） 

ＰＢＤＥ ０．１％（１，０００ｐｐｍ） 
（注）日本国内でのＲｏＨＳ対応分析は、蛍光 X 線分析は簡易分析と位置つけられている。多くは精密破壊分析（マイクロ

ウエーブ分解-ＩＣＰ質量分析法、溶媒抽出-ＧＣ/ＭＳ法、吸光光度法等）で行う例が多い。 
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④実施と主な日程 

２００４年８月 各加盟各国の国内法整備 

２００５年２月 ＲｏＨＳ 監視及び測定機器の適用時期提案 

２００５年８月 ＷＥＥＥ 回収義務発効 

２００６年７月 ＲｏＨＳ 特定有害物質使用制限発効 
 

２ ＲＥＡＣＨ （ＥＵ新化学物質政策） 
 

ＥＵ新化学物質政策（ＲＥＡＣＨ：リーチ） ２００７年６月施行 

ＲＥＡＣＨ規則（Regulation on the Registration, Ｅvaluation and the Authorization of Chemicals） 

化学物質の登録、評価、認可に関する規則の略称 
 

（１）背景（ＲＥＡＣＨ導入の経過） 
従来のＥＵの化学物質規制は、新規の化学物質だけを対象とし、既存化学物質（約１０万物質、生産

量１トン以上は約３万物質）の安全性評価が遅れていた。 

２００１年２月、欧州委員会は「今後の化学品政策の戦略」という白書を発表し、約３３，０００の既存の

化学物質（１９８１年当時既に市場に出されていた物質）のリスク評価の責任を当局から生産者の側に転

換するとともに、一定の毒性や性状を有する化学物質の製造・使用制限を強化するといった方針を打ち

出した。同委員会は、これに基づき法制化の作業を続けてきたが２００３年５月に従来の世界の化学品に

比べはるかに厳しい内容となる新たなＲＥＡＣＨ案を公表し、ＥＵ内外の意見募集を経て、２００３年１０月、

最終提案がまとまられた。その後、内容に修正が加わり、２００６年１２月に、環境理事会で承認された。 
 

（２）ＲＥＡＣＨの理念と特徴 
ＲＥＡＣＨの理念と主な特徴は次のとおりである。 

①新規化学物質だけでなく、既存化学物質も新たに対象にした。 

②安全性評価の実施主体を国から産業界へ移行。これまでは、メーカーから提出されたデータをもとに

国が評価していたが、生産者がその安全性を立証すべきとの考え方（企業による立証責任） 

③有害性リスクの懸念が強い物質は、用途を限定した上で使用が「認可」される 

④代替物質がある場合はより安全なものに替えることが事実上、義務付けられる（代替促進） 

⑤化学物質の製造・輸入者だけでなく、化学物質を含む製品（成型品＝特定の形状、外面、デザインを

付与されたもの）の製造・輸入事業者に対しても、製品中に含有される化学物質について、一部登録

や届出の義務を課した。 

上記の根底に存在するのは、「予防原則」の理念であり、これは問題が起きてから対応するのではなく、可能な

限り未然に防ごうという考え方である。 

登録・届出制度（概要） 
○義務対象者：ＥＵ域内の製造者及び輸入者（安全性評価作業を政府から事業者に転換） 

○義務内容：①化学物質・調剤の欧州化学品庁への登録（安全性評価） ※ポリマー等、適用除外品目あり 

②成型品中の意図放出物質（インクジエットなど）は登録 

③成型品（電気・電子製品、自動車、玩具等）中に含まれるリスト掲載物質の届出 

④化学物質の登録のために物質情報を交換する目的でフォーラムが形成され、製造者及び輸入

者は加入し安全性評価のコストをシェアする義務 

（参考）化学物質の安全性評価に係る期間は約２～４年、コストは約０．３億～２億円。 

＜参考＞化学物質・調剤・成型品の定義 

・化学物質：自然状態のまま製造工程によって得られる化学元素とその化合物を指し、その安定性を保ち使用

工程で生じる不純物を防ぐのに必要な添加物を含む。ただし当該物質の安定性に影響を及ぼさず、

またその組成を変えずに分離することのできる溶剤は除かれる。 

・調  剤： ２つ以上の化学物質からなる混合物又は溶液。 

・成型品：成型品とは、その化学組成よりも機能を指向するよう、特定の形状、外面、あるいはデザインを付与

されたもの。 
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（３）実施と主な日程（予定を含む） 

 
2007 年 6 月 発効、SDS 添付、危険有害性分類物質、PBT・ｖPvB 物質 

2008 年６月 Non Phase-in（新規）物質登録開始（１事業者あたり１トン/以上の物質） 

Phase-in（既存）物質 予備登録開始（6 ヵ月間） 

2008 年 10 月 AnnexⅩⅣ候補物質（Candidate List)発表 

消費者の要求で情報提供開始義務 

2008 年 11 月末 [登録猶予期間開始] 

2010 年 11 月末 

[登録猶予期間①] 

CMRs １トン/年以上 

水生生物猛毒性 100 トン/年以上登録期限 

段階的登録物質 1,000 トン/年以上登録期限 

2011 年 5 月末 

[登録猶予期間②] 

成形品中の AnnexⅩⅣ候補物質の届出 

１トン以上上市している場合は 2011 年 5 月 31 日までに届出 

１トン以上上市していない場合は１トン以上販売する前に届出 

2013 年 5 月末 

[登録猶予期間③] 

段階的登録物質 100 トン以上登録期限 

2018 年 5 月末 

[登録] 

段階的登録物質 １トン以上登録期限 

 

7-3 化学物質全般的に関係する規制 
 

１ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 （化審法） 

施行：昭和 48 年 10 月 16 日法律第 117 号  最終改正：平成 30 年 6 月 15 日法律第 53 号 

施行令：平成 30 年 2 月 21 日政令第 35 号 
 

（１）法の目的 
人の健康を損なう恐れ又は動植物の生息若しくは生育に支障の恐れがある化学物質による環境汚染の

防止のため、新規化学物質の製造又は輸入に際し、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制

を行うことを目的とする。 
 

（２）化学物質 
元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物。 

※放射性物質、特定毒物（毒物及び劇物取締法）、覚醒剤・覚醒剤原料（覚醒剤取締法）、麻薬（麻薬

及び向精神薬取締法）を除く。 
 

（３）化学物質の分類 

区 分 
性 状 等 

主な規制内容 
分解性 蓄積性 人への影響 動植物への影響 備考 

第１種特定化学物質 

（第２条第２項） 
難 高 長期毒性あり 

高次捕食動物への長

期毒性あり 
 

製造・輸入を事実上

禁止 

第２種特定化学物質 

（第２条第３項） 
－ － 長期毒性あり 

生活環境動植物の生

息・生育に被害を生

じる恐れがある 

 

高次捕食動物への長

期毒性あり 

相当広範な地域

に残留・残留に

至る見込みがあ

る 

製造・輸入数量の事

前・事後の届出 

 

製造・輸入数量の制

限 

 

技術上指針の遵守・

表示義務 

監視化学物質 

（第２条第４項） 
難 高 長期毒性あり 

高次捕食動物への毒

性が不明 
 

製造・輸入数量の事

前・事後の届出 

優先評価化学物質 

（第２条第５項） 
  

人の健康に係る被害

を生じる恐れがない

と認められない 

生活環境動植物の生

息・生育に係る被害

を生じる恐れがない

と認められない 

環境に相当程度

残留・残留に至

る見込みがある 

製造・輸入数量の事

前・事後の届出 
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（４）優先評価化学物質 【法第２条第５項】 

得られている知見から第３項各号の何れにも該当しない（第２種特定化学物質の人及び高次捕食動物

の要件に該当しない）ことが明らかであると認められない化学物質で、知見・製造・輸入等の状況から、化

学物質が環境において相当程度残留している又はその状況に至る見込みがあると認められる化学物質で

あって、化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育

に係る被害を生ずる恐れがないと認められないもの。 

このため、当該化学物質の性状に関する情報を収集・使用等の状況を把握することで、恐れの有無の

評価を優先的に行う必要があると認められる化学物質として厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣が

指定する。 
 

（５）既存化学物質 【法附則第２条】 
１９７３年の法公布時に、現に業として製造・輸入されていた化学物質で、既存化学物質名簿に登録され

ている化学物質。 

※約２万種、５万物質が登録されている。 
 

（６）事業者における義務 
以下の義務が発生する。  

①化学物質の有害性の調査 

②化学物質に関し把握した有害性情報の報告の義務付け 

③製造・輸入の許可制、輸入の禁止 

④製造・輸入量（予定／実績）の届出、表示の義務など 
 

新規化学物質と一般化学物質 【第２条第６項、第７項】 

 下欄に掲げる化学物質を除く化学物質 下欄に掲げる化学物質 

新
規
化
学
物
質 

（１）第１種特定化学物質 

（２）第２種特定化学物質 

（３）優先評価化学物質 

（４）第１１条第２号ニに係る部分の規定により、優先評価化学

物質の指定を取り消された化学物質 

（５）第４条第４項に基づき公示された化学物質 

（６）附則第２条第４項の規定による名簿に記載されている化学

物質 
→既存化学物質 

（７）附則第４条第４項の規定による表に記載されている化学物

質 
→２００９年改正前の法における第２種監視化学物質、第３種監視

化学物質 

－ 

一
般
化
学
物
質 

（１）第１種特定化学物質 

（２）第２種特定化学物質 

（３）監視化学物質 

（４）優先評価化学物質 

（１）第４条第４項に基づき公示した化学物質 

（２）附則第２条第４項の規定による名簿に記載されてい

る化学物質 
→既存化学物質 

（３）附則第４条第４項の規定による表に記載されている

化学物質 
→２００９年改正前の法における第２種監視化学物質、第３

種監視化学物質 

（４）第１１条第２号ニに係る部分の規定により、優先評

価化学物質の指定を取り消された化学物質 

 

２ 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善

の促進に関する法律 （ＰＲＴＲ法・化管法） 
制定：平成 11 年 7 月 13 日法律第 86 号  最終改正：平成 14 年 12 月 13 日法律第 152 号 

施行令：平成 20 年１１月 21 日政令 356 号  施行規則：平成 22 年 4 月 1 日環境省等令第 1 号 
 

（１）法の目的 
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、化学物質を取り扱う事業者への自

主的な管理を促進し、化学物質による環境保全上の支障が生じることを未然に防止することを目的とする。 
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（２）法が定める二制度（ＰＲＴＲ制度、ＳＤＳ制度） 
①ＰＲＴＲ制度（汚染排出移動登録） 

事業者が対象化学物質を排出・移動した際には、その量を把握し、国に届出する義務がある。国等

は提出されたデータを集計の上で公表する。国民は、事業者が届出した内容の開示請求が可能であ

る。 

②ＳＤＳ制度（安全データシート） 

事業者が、対象化学物質等を他の事業者に提供する際には、ＳＤＳ（安全データシート）を提供する

義務がある。 
 

（３）化学物質 
元素又は化合物。 

【参考】化審法の定義との違いを再確認。 

元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物。 
※ 放射性物質、特定毒物（毒物及び劇物取締法）、覚醒剤・覚醒剤原料（覚醒剤取締法）、麻薬（麻薬及び向精神薬取締

法）を除く。 
 
（４）化学物質の分類 

第１種指定化学物質 【法第２条第２項、令第１条】 

以下の要件を全て満たすものとして政令で定める化学物質（４６２物質）。※改正前：３５４物質 

①次の各号のいずれかに該当。 

一 人の健康を損なう恐れがある 

二 動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある 

三 当該化学物質の自然的作用による化学的変化により容易に生成する化学物質が、人の健康を損

なう恐れ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼす恐れがある 

四 オゾン層を破壊し、太陽紫外放射の地表に到達する量を増加させることにより人の健康を損なうお

それがある。 

②物理的化学的性状、その製造、輸入、使用又は生成の状況等からみて、相当広範な地域の環境に

おいて当該化学物質が継続して存すると認められる化学物質。 

（例）４６２物質の一部 

  鉛の水溶性化合物、アセトアルデヒド、キシレン、クロロベンゼン、酢酸ビニル、四塩化炭素、臭素、有機スズ化

合物、スチレン、セレン及びその化合物、テレフタル酸、トリクロロエチレン、トリクロロベンゼン、銅水溶性塩（錯

塩を除く）、ナフタレン、トルエン、バナジウム化合物、フェノール、１，３－ブタジエン、ヘキサメチレンジアミン、

ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ）、ポリ塩化ビフェニル（別名：ＰＣＢ） 
※詳細は経済産業省ホームページ参照 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/pdf/sindai1.pdf 
 

特定第１種指定化学物質 【令第４条第１項】 

第１種指定化学物質のうち、人に対する発がん性等を有する物質として、ＰＲＴＲ制度の届出における取

扱量の裾切りが年間0．5[㌧]以上（その他の第１種指定化学物質は年間１[トン]以上に設定されている物

質。 

※特定第１種指定化学物質は、従来「発がん性がクラス１」から選ばれていたが、今回の改正ではＧＨＳ

との整合性を考慮し「発がん性がクラス１（１３物質）」、「生殖毒性がクラス１（２物質）」、「変異原性がＧ

ＨＳクラス１Ａ相当（該当なし）」から選ばれている。 

※第１種指定化学物質のうち、以下１５物質 ※改正前１２種類 

 

 

 
 

 

第２種指定化学物質 【法第２条第３項、令第２条】 

以下の要件を全て満たすものとして政令で定める化学物質（１００物質）。※改正前：８１物質 
①次の各号の何れかに該当。 

一 人の健康を損なう恐れがある 

二 動植物の生息・生育に支障を及ぼす恐れがある 

33.アスベスト（石綿） 56.エチレンオキシド 75．カドミウム及びその化合物 88．六価クロム化合物  94．（別

名）塩化ビニル、クロロエチレン 243．ダイオキシン類 305．鉛化合物 309．ニッケル化合物 332．砒素及びそ

の無機化合物 351．１．３－ブタジエン 385．２－ブロモプロパン 394．ベリリウム及びその化合物 397．ベン

ジジン＝トリクロリド 400．ベンゼン 411．ホルムアルデヒド           ※番号は第 1 種指定化学物質番号 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/pdf/sindai1.pdf
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三 当該化学物質の自然的作用による化学的変化により容易に生成する化学物質が、人の健康を損

なう恐れ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼす恐れがある 

四 オゾン層を破壊し、太陽紫外放射の地表に到達する量を増加させることにより人の健康を損なう恐

れがある 

②物理的化学的性状からみて、その製造量、輸入量又は使用量の増加等により、相当広範な地域の環

境において当該化学物質が継続して存することとなることが見込まれる 

③第１種指定化学物質を除く。 

（例）１００物質の一部 

アセトアミド、ウレタン、酢酸ベンジル、サフロール、ジクロロ酢酸、ジニトロナフタレン、テトラブロモメタン、オルト

－テルフェニル、ヘキサクロロシクロペンタジエン、メチルヒドラジン、Ｎ―メチルアニリン 
※詳細は経済産業省ホームページ参照 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds/pdf/sin2shu.pdf 

 

（５）ＰＲＴＲ制度と第１種指定化学物質等取扱事業者 

第１種指定化学物質等取扱事業者 【法第２条第５項、令第４条、第５条】 

政令に定める業種に属する事業を営み、かつ、政令に定める要件に該当する者をいう。 
 

○ＰＲＴＲ制度の対象２４業種（下表の政令に定める業種に属する事業を営む者） 

業     種 備                            考 

金属鉱業 （鉱山保安法第８条第１項に規定する建築物、工作物その他の施設を設置しているものに限る。） 

原油及び天然ガス鉱業  

製造業（全業種） 

（食料品製造業／飲料・たばこ・飼料製造業／繊維工業／衣服・その他の繊維製品製造業／木材・木

製品製造業／家具・装備品製造業／パルプ・紙・紙加工品製造業／出版・印刷・同関連産業／化学

工業／石油製品・石炭製品製造業／プラスチック製品製造業／ゴム製品製造業／なめし革・同製品・

毛皮製造業／窯業・土石製品製造業／鉄鋼業／非鉄金属製造業／金属製品製造業／一般機械器

具製造業／電気機械器具製造業／輸送用機械器具製造業／武器製造業／その他の製造業） 

電気業  

ガス業  

熱供給業  

下水道業 （下水道終末処理施設を設置しているものに限る。） 

鉄道業  

倉庫業 （農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体若しくは液体を貯蔵するものに限る。） 

石油卸売業  

鉄スクラップ卸売業 
（自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収し、又は自動車の車体に装着された自動車用エア

コンディショナーを取り外すものに限る。） 

自動車卸売業 （自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収するものに限る。） 

燃料小売業  

洗濯業  

写真業  

自動車整備業  

機械修理業  

商品検査業  

計量証明業 （一般計量証明業を除く。） 

一般廃棄物処理業 （ごみ処分業に限る。） 

産業廃棄物処理業 （特別管理産業廃棄物処分業を含む。） 

医 療 業  

高等教育機関 （附属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。） 

自然科学研究所  
※公務は業務内容をそれぞれの業種に分類して取扱、分類された業種が対象業種であれば対象となる。 

※政令改正（２００８年１１月２０日公布）により、医療業が追加された。 

（６）指定化学物質等取扱事業者とその責務 

指定化学物質等取扱事業者 【法第２条第６項、令第６条】 

以下に該当する事業者。 

①次の各号の何れかに該当する事業者 

一 第１種指定化学物質の製造の事業を営む者 

二 業として第１種指定化学物質等（第１種指定化学物質、第１種指定化学物質を含有する製品であ

って政令で定める要件に該当するもの）を使用する者 

三 その他業として第１種指定化学物質等を取り扱う者 

四 事業活動に伴い付随的に第１種指定化学物質を生成・排出することが見込まれる者 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds/pdf/sin2shu.pdf】
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②第２種指定化学物質の製造の事業を営む者 

③業として第２種指定化学物質等（第２種指定化学物質、第２種指定化学物質を含有する製品であって

政令で定める要件に該当するもの）を使用する者 

④業として第２種指定化学物質等を取り扱う者 
 

指定化学物質等取扱事業者の責務 【法第４条】 

①第１種指定化学物質及び第２種指定化学物質が人の健康を損なう恐れがあるものであること等を認識

する。 

※人の健康や動植物の生息・生育に支障を及ぼす恐れがある。 

※自然的作用による化学的変化により容易に生成する化学物質が人の健康や動植物の生息・生育に支障を及

ぼす恐れがある。 

※オゾン層を破壊し太陽紫外線放射の地表に達する量が人の健康を損なう恐れがある。 

②化学物質管理指針に留意し、指定化学物質等の製造・使用・取扱等に係る管理を行う。 

③化学物質の管理の状況に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。 
 

（７）ＳＤＳ（ＭＳＤＳ）制度（性状取扱情報提供制度）と指定化学物質等取扱事業者 
いわゆるＳＤＳ制度とは、本法が定める性状取扱情報（化管法第１４条の規定に基づき提供する指定化

学物質等の性状及び取扱いに関する情報）の提供制度を指している。 

ＳＤＳは紙文書で提供されているが、指定化学物質取扱事業者のｗｅｂサイトでｐｄｆ形式のファイルが掲

載されていることも多い。以下では本法が定める性状取扱情報及びＪＩＳが定めるＳＤＳとしてまとめて表記

する。また、省令は「指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令」を

指す。 

 

 

 

 

①性状取扱情報の提供義務 

指定化学物質等取扱事業者が他の事業者に指定化学物質等を譲渡・提供する場合。 

※ＰＲＴＲ制度のような業種、常用雇用者数、年間取扱量の要件はない。 
 

②性状取扱情報の提供方法 【法第１４条第２項、省令第２条】 

・文書又は磁気ディスクで提供する。 

・但し、ＳＤＳの提供を受ける側が承諾した場合は、ファクシミリ送信、電子メール送信、ホームページ

掲載などの方法による交付も可能。 
 

③性状取扱情報の提供が必要となる場合 【法第１４条第１項、第２項、省令第６条】 

イ．指定化学物質等を譲渡・提供するときまでに、ＳＤＳを提供しなければならない【義務】。 

ロ．ＭＳＤＳに変更が生じたときは、ＳＤＳを提供した相手方に変更後の内容を速やかに提供するよう

努めなければならない【努力義務】。 

ハ．指定化学物質等の譲渡・提供するごとに行わなければならない【義務】。但し、同一事業者に同種

の指定化学物質等を譲渡・提供する場合でＳＤＳが既に提供されているときは適用しない。 

この場合においても、ＳＤＳを求められた場合は提供しなければならない。 
 

7-4 東京都環境確保条例 （化学物質の適正管理） 
 

１ 用語の定義 
 

東京都環境確保条例では、化学物質の自主的な管理や安全性の高い代替物質への転換等を図るため、

化学物質の使用量の届出や適正管理の方法書の作成等を義務付けている。 

 

（１）化学物質取扱事業者（条例１０８条） 
化学物質を取り扱っている事業者は、東京都化学物質適正管理指針並びにＰＲＴＲ法に基づき化学物

※ MSDS から SDS へ 

SDSは、国内では平成 23年度までは一般的に「MSDS （Material Safety Data Sheet：化学物質等安全データシート）」と呼ばれて

いましたが、国際整合の観点から、GHS で定義されている「SDS」に統一した。また、GHS に基づく情報伝達に関する共通プラット

フォームとして整備した日本工業規格 JIS Z 7253（2012 年版）においても、「SDS」とされている。 
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質の適正な管理に努めなければならない。工場・指定作業場のみならず、販売事業者・業として化学物質

を取り扱う全ての事業者を含む。 
 

（２）適正管理化学物質取扱事業者（条例１１０条） 
化学物質取扱事業者のうち、年度に取り扱ういずれかの適正管理化学物質の取扱量が１００〔ｋｇ〕以上

の事業者を、特に適正管理化学物質取扱事業者と呼ぶ。 
 

２ 適正管理化学物質の使用量等報告書の提出 
 

適正管理化学物質取扱事業者は、前年度の適正管理化学物質使用量等を把握し報告書を提出する。

適正管理化学物質は次表の５８物質。（条例１１０条、条例規則５１条、条例規則別表１１） 

条例規則別表１１ 
番号 項 目 番号 項 目 番号 項 目 

１ アクロレイン ２１ 四塩化炭素 ４１ ニッケル 

２ アセトン ２２ １，２－ジクロロエタン ４２ ニッケル化合物 

３ イソアミルアルコール ２３ １，１－ジクロロエチレン ４３ 二硫化炭素 

４ イソプロピルアルコール ２４ シス－１，２－ジクロロエチレン ４４ 砒素及びその無機化合物 

５ エチレン ２５ １，３－ジクロロプロペン ４５ ポリ塩化ビフェニル 

６ 塩化スルホン酸 ２６ ジクロロメタン ４６ ピリジン 

７ 塩化ビニルモノマー ２７ シマジン ４７ フェノール 

８ 塩酸 ２８ 臭素化合物（臭化メチルに限る） ４８ ふっ化水素及びその水溶性塩 

９ 塩素 ２９ 硝酸 ４９ ヘキサン 

１０ カドミウム及びその化合物 ３０ 水銀及びその化合物 ５０ ベンゼン 

１１ キシレン ３１ スチレン ５１ ホルムアルデヒド 

１２ クロム及び三価クロム化合物 ３２ セレン及びその化合物 ５２ マンガン及びその化合物 

１３ 六価クロム化合物 ３３ チウラム ５３ メタノール 

１４ クロルピクリン ３４ チオベンカルプ ５４ メチルイソブチルケトン 

１５ クロロホルム ３５ テトラクロロエチレン ５５ メチルエチルケトン 

１６ 酢酸エチル ３６ １，１，１－トリクロロエタン ５６ 有機燐化合物（ＥＮＰに限る） 

１７ 酢酸ブチル ３７ １，１，２－トリクロロエタン ５７ 硫酸 

１８ 酢酸メチル ３８ トリクロロエチレン ５８ ほう素及びその化合物 

１９ 酸化エチレン ３９ トルエン 

５９ 

１，４－ジオキシ 

※平成 24 年 12 月 17 日都規則第

161 号 
２０ 

シアン化合物（錯塩及びシアン

酸塩を除く無機シアン化合物） 
４０ 鉛及びその化合物 

 

（１）使用量等報告書の提出 
提出先：各市区環境担当課 

提出時期：毎年度、４月１日から６月３０日までの３か月間。 

届出内容：使用量、製造量、製品としての出荷量、環境への排出量、事業所外への移動量 
 

（２）使用量などの用語整理 
使用量 化学物質の年間購入量と期首在庫量を加えた量から期末在庫量を減じた量。 

製造量 合成によって新たに生成した化学物質の量。 

出荷量 
製品としての出荷する化学物質の量、製造量のうち事業所外へ出荷するもの、メッキの様に金属を薄膜として製品

に付着し出荷するものなど。 

排出量 
大気・水域・土壌といった環境への排出量。この場合の水域とは河川・湖沼などの公共用水域で、公共下水道に排

除する場合は移動量になる。 

移動量 事業活動に係る廃棄物の処理や公共下水道に排除するなど、当該事業所の外に移動する量。 

取扱量 事業所での使用量、製造量など事業で取り扱う化学物質の量。 

 

（３）取扱量の算出法 
取扱量の計算は次のとおり。 
取扱量＝年間製造量＋使用量 

使用量＝期首在庫量＋年間購入量－期末在庫量 
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３ 化学物質管理方法書の提出 
 

すべての適正管理化学物質取扱事業者は、化学物質管理方法書を作成しなければならない。適正管

理化学物質取扱事業者のうち、従業員数が２１名以上である場合には届出を行わなくてはならない。 
 

（１） 化学物質管理方法書の提出 
提出先：各市区環境担当課 

提出時期：作成後、速やかに提出すること。提出内容に変更があった場合には、速やかに最新の方法

書を提出すること。 

届出内容：化学物質の管理方法等、事故時等の対応、管理組織 
 

（２）化学物質適正管理に関する届出のフロー 

 
 
 

 

１ ＧＨＳ (化学品の分類および表示に関する世界調和システム）   

GHS(Global Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) 
 

 化学物質は私たちの生活の利便性を高めてくれますが、その性質によっては、危険性や有害性があり、 

取り扱うにあたって注意を要する場合がる。 

 いくつかの国では、ラベル表示や安全データシートで、様々な化学物質の危険有害性（ハザード）や取

扱上の注意事項等の情報を、化学物質を取り扱う人たちに伝える手続きやルールがあるが、その内容は各

国において様々で相違点が大きく、同じ化学物質であるのに異なる情報を表示している場合がある。 

 一方、そのような手続きやルールを持っていない国も多く、化学物質が世界的に流通しているなか、この

ように国によって表示内容が異なれば、化学物質を安全に製造、使用、輸送、処理、廃棄することが困難と

なるのは明らかである。 

 このような観点から、国際的に調和された化学物質の分類及び表示方法が必要であると認識されるように

7‐5 化学物質有害性の表示制度 
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なり、長年の検討を経て、まとまったのが、GHS（化学品の分類および表示に関する世界調和システム）で

ある。 

（１）国際連合の勧告 

GHS の目的は、化学物質および混合物に固有な危険有害性（ハザード）を特定し、危険有害性に関す

る情報を消費者、労働者、輸送担当者、緊急時対応職員等に伝えることである。 

 GHS は、全ての危険有害な化学品を対象とし、危険有害性（ハザード）に基づいて分類することを基本的

な考え方としている。 

①化学物質及び混合物を、物理化学的危険性（16 項目）、健康に対する有害性（10 項目）および環境

に対する有害性（1 項目）に応じて、化学物質及び混合物を分類する判定基準と、 

②危険有害性の情報伝達に関する事項（絵表示や注意喚起語等のラベル表示、安全データシート

（SDS）の要求事項など）が記載されている。 

  国連で紫色の冊子として印刷されていることから「パープルブック」と呼ばれており、GHS関係省庁連絡会

議が仮訳をしています。 
 

（２）我が国の対応の経過 

 平成 17、18 年度に厚生労働省、経済産業省、環境省等で関係法令における SDS 交付対象物質など約

1500 物質の危険有害性を GHS に基づき分類した。その際、効率的かつ均質的に GHS 分類作業を行うた

めに必要となる「GHS分類マニュアル」と「GHSによる健康有害性分類にかかる技術上の指針（技術指針）」

を策定し、事業者向けに「GHS 混合物分類判定システム（混合物分類ソフト）」を作成した。 

 また、GHS に基づく SDS の記載内容やラベル要素を定めた JIS 規格が制定されています。 

 ※ＪＩＳ Ｚ ７２５０：2010 化学物質等安全性データシート（ＭＳＤＳ）-内容及び項目順序 

※ＪＩＳ Ｚ ７２５１：2010 ＧＨＳに基づく化学物質等の表示  （※この 2 つのＪＩＳは 2012 年 3 月 25 日廃止） 

 平成 19、20 年度には、厚生労働省、経済産業省、環境省は、一部の化学物質について上述の分類結

果を見直して再分類するとともに、労働安全衛生法、化学物質排出把握管理促進法の対象物質等の化学

物質（約 600 物質）について新たに分類した。平成 20 年度には、国連 GHS 文書改訂第２版に対応させる

ため、GHS 関係省庁連絡会議がマニュアル・技術指針を統合し、「政府向け GHS 分類ガイダンス」を作成

した。 

 また、経済産業省では、事業者が自らの製品を GHS 分類する場合、対象とする製品は混合物であること

が多いことから、効率性に加え的確性を重視した「事業者向け GHS 分類ガイダンス」を作成した。さらに、

国連 GHS 文書の改訂及び EU 等の海外の動向も踏まえて、ＪＩＳの改定を行った。 

 

（３）ＪＩＳ Ｚ ７２５３：2012 の制定 
この規格は，2009 年に第 1 版として発行された ISO 11014 及び“化学品の分類および表示に関する

世界調和システム（GHS）改訂４版に基づくとともに、JIS Z 7250:2010 の「化学物質等安全データシート

（MSDS）−内容及び項目の順序」及び、JIS Z 7251:2010 の「GHS に基づく化学物質等の表示」を統合し，

更に作業場内の表示も加えて，これら情報の伝達内容及び方法について規定した，いわゆる“危険有害

性周知基準”ともいうべき日本工業規格である。 

化学品の危険有害性情報は，化学品による災害の防止対策，事故時の措置などにおいて最も基本的

で重要なものである。一般にこの情報の伝達は，それを取り扱う者に対してはラベルで，また，事業者間で

は安全データシート（SDS）で行われる。作業場内ではラベルに代わる方法が適切な場合もある。この規格

では，化学品を取り扱う者に危険有害性情報を包括的に分かりやすく伝え，また，これを適切に管理する

ために次の事項を規定している。 

・ ラベルの記載項目 

・ 作業場内の表示の方法 

・ SDS の記載項目 

・ 情報伝達の方法 

危険有害性情報の基になる化学品の分類は，JIS Z 7252：2012 によって行う。 
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２ ＰＲＴＲ法/化管法へのＧＨＳ適用の例          
 

（１） 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（化管法） 

２０１２（平成２４）年4月20日：「指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方

法等を定める省令（平成１２年通商産業省令第４０１号）」の改正 
①ＳＤＳ制度で提供すべき情報等の追加 

ＧＨＳとの整合を図るため、化管法に基づくＳＤＳ制度で提供しなければいけない情報として、応急措置、

曝露防止及び保護措置等の情報をＧＨＳに対応するよう６項目を追加するとともに、当該項目の記載方

法については、ＧＨＳに対応するJIS Z 7253：2012により行うことが努力義務化された。 なお、労働安全

衛生法に基づくＳＤＳ制度についても同様の努力義務化が行われるため、結果として、上記日本工業規

格が事業者間取引における化学物質の表示方法等に関する単一の基準となる。 
 

○提供しなければならない情報のＧＨＳ１６項目 
１．製品及び会社情報 ９．物理的及び化学的性質 

２．危険有害性の要約 １０．安定性及び反応性 

３．組成及び成分情報 １１．有害性情報 

４．応急措置 １２．環境影響情報 

５．火災時の措置 １３．廃棄上の注意 

６．漏出時の措置 １４．輸送上の注意 

７．取扱い及び保管上の注意 １５．適用法令 

８．曝露防止及び保護措置 １６．その他の情報 

※太線活字の項目は、「化管法」による、従来の「提供することがきる情報」から「提供しなければならない情報」に移行 

 

②ラベル表示制度の新設 

ＧＨＳとの整合を図るため、化管法に基づき提供すべき指定化学物質等の性状及び取扱いに関する

情報について、新たにラベル表示による情報提供をJIS Z 7253：2012により行うことが努力義務化され

た。 

化学物質管理指針第４の「指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の活用に関する事項」に、

事業者が講ずべき措置として、JIS Z ７２５２：2009、JIS Z 7253：2012に従い、化学物質の自主的な管理

の改善に努めることが追加された。 
 

○ラベル表示制度                                 平成 25 年 9 月図表変更 

 

 
【炎】  

可燃性/引火性ガス 
（化学的に不安定なガスを含む） 
エアゾール 
引火性液体 
可燃性固体 
自己反応性化学品 
自然発火性液体・固体 
自己発熱性化学品 
水反応可燃性化学品 
有機過酸化物 

【円上の炎】   
 
支燃性/酸化性ガス 
酸化性液体・固体 

【爆弾の爆発】 
 

爆発物 自己反応
性化学品 有機過
酸化物 

【腐食性】  
 
 
金属腐食性物質 皮膚腐
食性 眼に対する重篤な
損傷性 

【ガスボンベ】 
 

高圧ガス 

【どくろ】  
 
急性毒性 
（区分 1～区分 3） 

 
 
 
 
【感嘆符】  

 
急性毒性（区分 4） 皮膚刺激

性（区分 2） 眼刺激性（区分

2A） 皮膚感作性 特定標的臓

器毒性（区分 3） オゾン層へ

の有害性 

【環境】  
 
水生環境有害性 
（急性区分 1、 
長期間区分 1 
長期間区分 2） 

【健康有害性】 
呼吸器感作性 生

殖細胞変異原性 

発がん性 
生殖毒性 
（区分 1、区分 2） 
特定標的臓器毒性 
（区分 1、区分 2） 
吸引性呼吸器有害性 
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（１）労働安全衛生法（労安法：厚生労働省所管） 
・爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくは、ベ

ンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物を容器に入れ、

又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、名称、成分、人体に

及ぼす作用等を表示又は通知しなければならない。（労安法５７条の１及び５７条の２） 

【参考】労安法の改正（平成28年6月1日施行） 
 「化学物質等による危険性または有害性又は有害性等の調査等に関する指針」（平成２７年９月１８日公示） 

 ◎一定の危険有害性のある化学物質（640物質）について 

・事業所におけるリスクアセスメントが義務付けられた。 

  化学物質やその他の製剤の持つ危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または健康

障害を生じるおそれの程度を見積もり、リスクの低減対策を検討することをいう。 

・譲渡提供時に容器などへのラベル表示が義務付けられた。 

事業所で扱っている製品に、対象物質が含まれているか確認する。 

対象は安全データシート（ＳＤＳ）の義務対象である６４０物質である。 
 

（２）毒物劇物取締法（毒劇法：厚生労働省所管） 
・レベル表示、ＳＤＳに提供とも、毒劇法、毒劇施行規則に定める内容に変更はない。 

・毒物、劇物に係る容器及び包装への表示およびラベルを表示する際、JIS Z 7253：2012に準拠するこ

とについて配慮する旨を指示。（平成２４年３月２６日通知）公布施行等 

公布・告示平成２４年４月２０日 

施行（純物質、告示） 平成２４年６月１日 

施行（混合物） 平成２７年４月１日 
 

 

 

１ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特

別措置法（PCB特別措置法）                       
 

略称：ＰＣＢ法：ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

「ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）特別措置法」 施行：平成 13 年 6 月 22 日 

法律第 105 号  最終改正：平成 28 年 5 月 2 日法律第 34 号 

    ＰＣＢ特別措置法施行令 平成 28 年 7 月 29 日政令第 268 号 

会社法：日本環境安全事業株式会社法 

機構法：独立行政法人環境再生保全機構法（ＪＥＳＣ０） 

事業法：電気事業法 

事業法施行令：電気事業法施行令 

指導要綱：東京都ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）適性管理指導要綱 

廃掃法施行規則：廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 

 

ポリ塩化ビフェニル（以下、「ＰＣＢ」という。）は、日本では１９５４（昭和２９）年から１９７２（昭和４７）年まで

の１９年間に約５万４千トンが生産及び使用され、その後、難分解性及び毒性の問題から「化学物質の審

査及び製造等の規制に関する法律」により新たに製造、使用することが禁止された。 
それ以来、約３０年の長期にわたり、廃棄物としては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定する

特別管理産業廃棄物として適正な保管が義務付けられている。 
このため、平成１３年６月に「ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）特別措置法」を施行し、使用の制限と処分を行ってきたが、さ

らに期限内に適正処理を行うため、平成２８年５月に法律を改正し高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理の促進を強化した。 

３ 関係法令へのＧＨＳ適用の例                       

7-6 ＰＣＢ廃棄物の管理・処理 



 
第７編 化学物質管理に関する法令 

 

⑦－15 
 

（１）法の目的 
ＰＣＢ廃棄物が長期にわたり処分されてない状況にかんがみ、ＰＣＢ廃棄物の保管、処分等について必

要な規制等を行うとともに、ＰＣＢ廃棄物の処理のための必要な体制を整備することにより適正な処理を推

進し、国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする。 
 
（２）適用を受ける事業者 

ＰＣＢ廃棄物を保管する事業者 

※ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物とは、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩

化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、もしくは封入されたものが廃棄物となったもの 

※低濃度ＰＣＢ：0.5ppm を超える 

※高濃度ＰＣＢ：ＰＣＢ原液、廃油（5,000ppm を超える）、汚泥･紙くず（5000 ㎎/㎏を超える） 
 
（３）適用を受ける事業場の責務 

①ＰＣＢ廃棄物の保管及び処分に関する届出 

②ＰＣＢ廃棄物の譲渡し及び譲受けの制限 

③ＰＣＢ廃棄物を期限内（平成２８年３月）に処分する義務→平成３９年３月３１日までに延期 
 

○ＰＣＢ特別措置法の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の確保 
 

 

２ ＰＣＢ特別措置法などの概要 
 

「ＰＣＢ法」と「環境事業団法の一部を改正する法律」のＰＣＢに関する二法が２００１（平成１３）年６月１５

日に成立した。これらは、ＰＣＢ保管事業者にＰＣＢ廃棄物の一定期間内における保管・早期処理を義務付

事 業 者 国、都道府県 ポリ塩化ビフェニル製造業者 

保管等（保管事業場変更） 

の届出（第 8 条・規則第 6 条関係） 
 毎年度、都道府県知事へ保管量等

を届けでなければならない。 
 保管事業場を変更した場合は変更

届を提出しなければならない。 

紛失の防止 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理

基本計画及び処理計画の策定 
（第 6 条・第 7 条関係） 
 環境大臣はポリ塩化ビフェニル廃棄物

処理基本計画を策定。 
 都道府県、政令市は国の基本計画に即

してポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計

画を策定。 
 

保管等の状況の公表 
（第 9 条関係） 
 都道府県は毎年度ポリ塩化ビフェニル

廃棄物の保管及び処分の状況を公表。 
 

ポリ塩化ビフェニル 

を製造した者等の 

責務（第 4 条関係） 
 国及び地方公共団体が

実施する施策に協力し

なければならない。 

ポリ塩化ビフェニル 

使用製品に係る措置 
（第 13 条関係） 
 ポリ塩化ビフェニル使用製品を使

用する事業者が確実かつ適正な処

理について都道府県へ協力。 

期間内の処分（第 10 条関係） 
 平成28年7月までに処分するか又は

処分を委託しなければならない。 

譲渡し及び譲受けの制限 
（第 11 条関係） 
 脱法行為を防止するため、ポリ塩

化ビフェニル廃棄物の譲渡し及び

譲受けを制限 

改善命令（第 16 条関係） 
 環境大臣又は都道府県知事は、期

間内の処分義務に違反した場合に

期限を定めて処分等を命令。 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金 
（独立行政法人環境再生保全機構法第 16 条関係） 
 独立行政法人環境再生保全機構に基金を設置。 
 環境大臣はポリ塩化ビフェニル製造者等へ出えんを要請 
 政府、都道府県は基金に充てる資金を補助 

反映 

協力 

総合的かつ計画的な施策の実施 

確 実 な 処 分 

日本環境安全事業株式会社による処理事業 
（日本環境安全事業株式会社法第１条関係） 

基金への 

出えん等の協力 
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けるなど規制を強化する一方、中小企業に処理費用を助成する基金の創設、処理の受け皿として環境事

業団が地方公共団体と連携し、処理施設を整備する等を定めた。 
また、環境事業団が２００４（平成１６）年４月１日に解散し、ＰＣＢの処理に関しては日本環境安全事業株

式会社へ、処理費用の助成に係る基金に関しては独立行政法人環境再生保全機構へ業務が移管され、

事業を実施していくこととなった。 
さらに、２００１（平成１３）年１０月１５日より電気事業法に基づく電気関係報告規則が一部改正され、ＰＣ

Ｂ含有絶縁油を使用した電気工作物の使用状況を適切に把握し、必要に応じて立入検査を行う等の体制

を整備することにより、経年劣化による電気工作物の破損等に伴うＰＣＢ含有絶縁油漏えい等の防止を図る

ため、従前は（財）電気絶縁物処理協会へ届出ていたものを管轄の経済産業省産業保安監督部長へ届出

が必要となった。 
 

（１）ＰＣＢ特別措置法 
①定義（第２条） 

「ＰＣＢ廃棄物」とは、ＰＣＢ、ＰＣＢを含む油又はＰＣＢが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入

された物が廃棄物となったもの（施行令で定めるものを除く）。 
②基本計画、処理計画（ＰＣＢ法第６条、第７条） 

環境大臣がＰＣＢ廃棄物処理基本計画を策定し、都道府県知事、政令市長がＰＣＢ廃棄物処理計

画を策定する。 
 

【※以下、2016(平成 28)年 8 月 1 日施行】 
 

③保管の届出（ＰＣＢ法第８条） 

事業者又はＰＣＢ廃棄物を処分する者は、毎年度ＰＣＢ廃棄物の保管及び処分の状況を都道府県

知事に届け出る。 
※毎年６月末までに、保管事業者、処分業者は、前年度の保管及び処分の状況を届け出なければならな

い。 

④保管状況の公表（ＰＣＢ法第９条） 

都道府県知事は、毎年度のＰＣＢ廃棄物の保管及び処分の状況を公表する。 

⑤高濃度 PCB 廃棄物の処分の義務付け（第 10 条、第 12 条、第 18 条、第 20 条及び第 33 条） 

保管事業者に、計画的処理完了期限より前の処分を義務付け、義務違反に対しては改善命令が

できることとする。命令違反には罰則を科す。（使用中の高濃度PCB使用製品についても、所有事業

者に、計画的処理完了期限より前に廃棄することを義務付け。電気事業法の電気工作物に該当する

高濃度PCB使用製品については、同法により措置。） 

⑥報告徴収・立入検査権限の強化（第24条及び第25条） 

PCB特措法に基づく届出がなされていない高濃度PCB廃棄物等について、都道府県等による事業

者への報告徴収や立入検査の権限を強化する。 

⑦高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執行（第13条） 

保管事業者が不明等の場合に、都道府県等は高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執行を行うこと

ができることとする。 
 

（２）ＰＣＢ特別措置法による処分 

⑤期間内の処分（ＰＣＢ法第１０条） 

事業者は、ＰＣＢ廃棄物を施行令で定める期間内に処分する。 

※ 保管事業者は、高濃度ＰＣＢ廃棄物について、処分期間内（＝計画的処理完了期限の１年前ま

で）に、自ら処分する又は処分を委託しなければならない。 

※全ての高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分を終えた者は、都道府県知事に届け出なければならない。 

※高濃度PCB廃棄物以外のPCB廃棄物（低濃度PCB廃棄物）については、平成39年3月末までに自

ら処分し、又は処分を委託しなければならない。 

※処分の期限:東京事業エリアの場合 

・高濃度PCB（トランス、コンデンサ）：2022年3月31日 

・高濃度PCB（安定器、汚染物）：2023年3月31日 

・低濃度PCB：2027年3月31日 
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３ 東京都ポリ塩化ビフェニル適正管理指導要綱の概要 
 

東京都では、ＰＣＢの紛失などによる環境汚染の未然防止には、保管中のＰＣＢ廃棄物だけでなく使用

中のＰＣＢ製品についても適正な管理が必要であることから、ＰＣＢ特別措置法を補う指導要綱を定めた。 
 

（１）定義（指導要綱第２条） 
①「使用中のＰＣＢ製品」とは別表１に示すＰＣＢ製品で、現在も使用されているもの 

②「ＰＣＢ廃棄物」とは別表２に示すもの 

③「使用事業者」とは都内の事務所又は事業場においてＰＣＢ製品を使用している事業者 

④「保管事業者」とは都内の事務所又は事業場においてＰＣＢ廃棄物を保管している事業者 

 

別表１               使用中のＰＣＢ製品（抜粋） 
使用中のＰＣＢ製品の種類 対象製品の用途の例 

高圧トランス 
ビル、病院、工場、学校等の受変電設備用 

高圧コンデンサ 

柱上トランス 電柱上の変圧用 

照明用安定器 

蛍光灯安定器 ビル、学校、工場等の照明用 

水銀灯安定器 工場等の高天井照明用、道路等の照明用 

低圧ナトリウム安定器 道路等の照明用 

 

別表２                  ＰＣＢ廃棄物 
ＰＣＢ廃棄物の種類 対象製品等の例 

廃ＰＣＢ等 

（廃ＰＣＢ及びＰＣＢを含む廃油） 

高圧トランス、高圧コンデンサ、照明用安定器等の絶縁油、ＰＣＢが混

入した廃油 

Ｐ 

Ｃ 

Ｂ 

汚 

染 

物 

ＰＣＢが塗布され、又はしみ込んだ紙くず 
高圧トランス、高圧コンデンサ、照明用安定器等の紙製部品（絶縁

紙）、廃感圧紙 

ＰＣＢが染み込んだ木くず 
高圧トランス、高圧コンデンサ、照明用安定器等の木製部品（スぺーサ

ー等）、ＰＣＢが染み込んだ建材 

ＰＣＢが染み込んだ繊維くず 
高圧トランス、高圧コンデンサ、照明用安定器等の部品（綿バンド

等）、ＰＣＢが染み込んだウエス又は衣類 

ＰＣＢが付着し、又は封入された廃プラスチック

類 

高圧トランス、高圧コンデンサ、照明用安定器等内の部品（コンデンサ

素子用ＰＰフィルム） 

ＰＣＢが付着し、又は封入された金属くず 
高圧トランス、高圧コンデンサ、照明用安定器等の金属製容器及び各

種部品類（コンデンサ素子用アルミ、金具類） 

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

ので環境省令で定める基準に適合しないもの） 

上記の製品等を処分するために処理したもので、環境省令で定める基

準に適合しないもの 

 

（２）使用中のＰＣＢ製品の使用状況の把握等（指導要綱第３条） 

知事は、都内における使用中のＰＣＢ製品の使用状況及びＰＣＢ廃棄物の保管状況を把握する。 
 

（３）使用事業者及び保管事業者に対する指導（指導要綱第４条） 
①知事は、使用事業者及び保管事業者に対し、使用中のＰＣＢ製品及びＰＣＢ廃棄物の紛失、ＰＣＢの

飛散及び流出等が起こらないよう、適正に管理することを求める。 

②知事は、使用事業者に対し、使用中のＰＣＢ製品を計画的にＰＣＢが使用されていない製品に交換す

ることに努め、交換により生じたＰＣＢ廃棄物を処理させるまでの間、適正に保管するように求める。 
 

４ ＰＣＢ廃棄物等に関する手続 
 
次に示す場合は、ＰＣＢ法及び指導要綱の規定に基づき、東京都へ届出・報告が必要となる。 

 

（１）使用製品にＰＣＢが使われていることがわかったとき（指導要綱第５条） 
建物が古い場合、蛍光灯（照明）用安定器や受変電設備に使用されているコンデンサなどは、現在でも

ＰＣＢが使用されている場合がある。 
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（２）使用を中止したとき（指導要綱第６条） 
ＰＣＢ製品の使用を中止したことにより新たに発生したＰＣＢ廃棄物の保管を開始したとき。（届出をすると

ともに、特別管理産業廃棄物管理責任者を選任し、取り外したＰＣＢ製品は適正に保管する。） 
 

（３）新たなＰＣＢ廃棄物を把握したとき（指導要綱第１０条） 
以前より保管をしていたが、数え違い等により変更が生じた場合等。 

 

（４）ＰＣＢ製品が使用されている建物を譲渡したり売却するとき（指導要綱第９条） 
ＰＣＢ入りのコンデンサや照明用安定器などが使用された建物を他の事業者に譲り渡すとき、譲り渡した

事業者と譲り受けた事業者の双方が、それぞれ届け出る。 
 

（５）ＰＣＢ廃棄物を承継したとき（ＰＣＢ法第１２条） 
ＰＣＢを保管している事業者に相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続または設立した

法人、分割によりその事業を承継した法人は、承継があった日から３０日以内に届け出る。 
 

（６）特別管理産業廃棄物管理責任者の設置の届出（指導要綱第１２条） 
ＰＣＢ入りのコンデンサや照明用安定器などの保管を開始し、新たに特別管理産業廃棄物管理責任者

を選任する場合。又、特別管理産業廃棄物管理責任者を変更したとき。 
 

（７）保管場所を変更するとき（指導要綱第１１条） 
①保管事業者が保管場所を変更する場合は、事前に届け出る。 
②保管する事業所に変更のあった場合は、１０日以内に届け出る。（ＰＣＢ法施行規則第６条） 

 

（８）紛失したとき（指導要綱第１３条） 
紛失した場合、ただちに届け出る。（追跡調査及び再発防止策を必ず講じること。） 

 

（９）事故を起こしたとき（指導要綱第１４条） 
ＰＣＢ（使用中及び保管中）の事故が発生した場合、速やかに届け出る。（事故を確認した時点で連絡し、

再発防止策を必ず講じること。） 
 

（１０）毎年の報告 
①ＰＣＢを使用又は管理している事業者は毎年６月３０日までに、前年度における使用状況の報告又は

保管状況の届出を行う。 
イ．ＰＣＢ廃棄物の保管状況の届出（ＰＣＢ法第８条） 

ロ．使用中のＰＣＢ製品の報告（指導要綱第８条） 

②ＰＣＢ廃棄物の処理（産業廃棄物の処理）を行った事業者は翌年６月３０日までに、産業廃棄物管理

票（マニフェスト）の交付状況の報告を行う。 

③産業廃棄物管理票交付等状況の報告（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の２７） 
 

届出書類の一覧 
区 分 届 出 の 種 類 

ＰＣＢ製品を使用 使用の届出（指導要綱第５条） 

使用を中止して保管 使用中止後の保管の届出（指導要綱第６条） 

使用中のＰＣＢを譲渡する又は譲受け 譲渡し又は譲受けの届出（指導要綱第９条） 

ＰＣＢ廃棄物を保管 保管の届出（指導要綱第１０条） 

保管場所を変更 
変更前 保管場所変更運搬計画書（指導要綱第１１条） 

変更後 保管事業場の変更届出（ＰＣＢ法施行規則第６条） 

特別管理産業廃棄物管理責任者を設置 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置・変更届出（指導要綱第１２条） 

ＰＣＢ廃棄物を承継 承継の届出（ＰＣＢ法第１２条） 

紛失・不明 紛失時の届出（指導要綱第１３条） 

事故の発生 事故時の届出（指導要綱第１４条） 

毎年度の報告（毎年6月30日までに報告） 
保管及び処分状況等届出（ＰＣＢ法第８条） 

使用状況の毎年度の報告（指導要綱第８条） 

ＰＣＢ廃棄物の処理を行った場合 産業廃棄物管理票交付等状況報告書（廃掃法施行規則第８条の２７） 
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【参考】 届出・問合せ先 
 

●ＰＣＢ法・指導要綱に基づく届出・報告及びＰＣＢの適正管理に関すること 

東京都 環境局 廃棄物対策部 産業廃棄物対策課 規制監視係 （ＰＣＢ担当） 

〒１６３－８００１ 新宿区西新宿２－８－１ 都庁第二庁舎９階 

℡ ０３－５３８８－３５７３ 

●産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について 

東京都 環境局 廃棄物対策部 産業廃棄物対策課 規制監視係 

〒１６３－８００１ 新宿区西新宿２－８－１ 都庁第二庁舎９階 

℡ ０３－５３８８－３５８９ 

 

 

１ 水銀に関する国際動向（水銀に関する水俣条約の採択）    

（１）水銀に関する水俣条約の概要 

国連環境計画（UNEP）は、2001 年に地球規模の水銀汚染に係る活動を開始し、翌 2002 年には、人へ

の影響や汚染実態をまとめた報告書（世界水銀アセスメント）を公表しました。 

その後、2009 年 2 月に開催された第 25 回 UNEP 管理理事会では、水銀によるリスク削減のための法的

拘束力のある文書（条約）を制定し、そのための政府間交渉委員会（INC : Intergovernmental Negotiating 

Committee）を設置し、2010 年に交渉を開始、2013 年までにとりまとめを目指すことが合意されました。 

第 1 回の政府間交渉委員会（INC1）は 2010 年に開催され、2013 年 1 月にジュネーブ(スイス)で開催さ

れた政府間交渉委員会第 5 回会合（INC5）において、国際的な水銀条約に関する条文案が合意され、条

約の名称が「水銀に関する水俣条約」に決定されました。 

そして、同年 10 月 7 日から 11 日まで、熊本市及び水俣市で水銀に関する水俣条約の外交会議及びそ

の準備会合が開催され、60 か国以上の閣僚級を含む約 140 か国・地域の政府関係者の他、国際機関、Ｎ

ＧＯ等、1,000 人以上が出席し、「水銀に関する水俣条約」が全会一致で採択され、９２か国（含むＥＵ）が

条約への署名を行いました。本条約は５０か国が締結してから９０日後に発効する予定です。 

（２）条例発効までの流れ 

・２０１３年：「水銀条約」採択・署名開始」 

・２０１６年ごろ：５０か国に達する（予定）、９０日後の発効  

        締結国会議の初会合で輸入手続き詳細なルールを決定 

・２０２０年１２月３１日：規制開始 

7-7 水銀による環境の汚染の防止に関する法

律（水銀環境汚染防止法） 

法制定：平成 27 年法律第 42 号 

法施行：平成 30 年１月１日 

施行令：平成 27 年政令３７８号 

政令施行日：平成 32 年 12 月 31 日 
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２ 水銀による環境の汚染の防止に関する法律            
（１）法の目的 

この法律は、水銀による地球規模での環境汚染を防止することを目的とする「水銀に関する水俣条約」

の担保措置等を講ずるもので、第 189 回国会で成立し、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律（水

銀汚染防止法）」として施行されました。 
 

（２）法の概要 
 ①計画の策定 

 我が国の水銀対策の全体像を示す「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」を策定する。 

 ②水銀鉱の掘採の禁止 

 ③特定の水銀使用製品の製造等に関する措置 

 特定の水銀使用製品について、許可を得た場合を除いて製造を禁止するとともに、部品としての使

用を制限し、現在把握されていない新たな用途で利用する水銀使用製品については製造・販売を抑

制する。また、水銀使用製品の適正な分別回収のため、国・市町村・事業者の責務を設ける。 

 ④特定の製造工程における水銀等の使用の禁止 

 ⑤水銀等を使用する方法による金の採取の禁止 

 ⑥水銀等の貯蔵に関する措置 

 水銀等の環境上適正な貯蔵のための指針を定め、水銀等を貯蔵する者に対して定期的な報告を

求める。 

 ⑦水銀を含有する再生資源の管理に関する措置 

 水銀含有再生資源（条約上規定される「水銀廃棄物」のうち、廃棄物処理法の「廃棄物」に該当せず

かつ有用なもの。非鉄金属製錬から生ずる水銀含有スラッジなど。）の環境上適正な管理のための指

針を定め、水銀含有再生資源を管理する者に対して定期的な報告を求める。 

 ⑧その他 

 罰則等の所要の整備を行う。 

 

 【水銀環境汚染対策法（抜粋）】 

 （定義）第 2 条 

１．この法律において「水銀使用製品」とは、水銀等が使用されている製品をいい、「特定水銀使用製品」とは、

水銀使用製品のうちその製造に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。 ２ （略） 

（水銀鉱の採掘の禁止）第4条 

   何人も水銀鉱を採掘してはならないものとすること。 

(製品使用製品の製造等の禁止)第5条 

（条約の主な内容）  
序  論  目的、定義  

供給及び貿易  水銀の供給源及び貿易  

製品及び製造プロセス  
水銀添加製品（電池、スイッチ、照明器具、計測機器（体温計、血圧計を含む）、歯

科用アマルガムなど）、水銀使用製造プロセス、締約国の要請に基づく適用除外  

人力小規模金採掘  人力小規模金採掘（ASGM）  

排出及び放出  大気への排出、水及び土壌への放出  

保管、廃棄物等  環境上適正な暫定的保管、水銀廃棄物、汚染サイト  

資金・技術支援  資金源及び資金メカニズム、技術支援、実施・遵守委員会  

普及啓発、研究等  
健康に関する側面、情報交換、公衆のための情報・啓発と教育、研究・開発とモニタリ

ング、実施計画、報告、有効性の評価  
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 何人も、許可を受けた場合を除き特定水銀使用製品を製造してはならないものとすること。 

（特定水銀使用製品の使用の制限）第12条 

   何人も、特定水銀使用製品を部品として他の製品の製造に用いてはならない。—以下略－ 

（使用製品の製造等の基本原則）第13条 

   既存の用途に利用する水銀使用製品として主務省令で定めるもの以外の水銀使用製品（以下「新用途水銀使

用製品」という。）については、当該新用途水銀使用製品の利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与す

るものである場合でなければ、その製造又は販売（以下「製造等」という。）をしてはならない。 

（新用途水銀使用製品の製造等に関する評価）第14条 －1～3略— 

４ 環境大臣は、前項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、環境省令で定める期間内に、同項の主務

大臣に対し、届け出られた事項について人の健康の保護又は生活環境の保全の見地からの意見を述べることが

できる。 

（水銀等を使用する製造工程に関する措置）第19条 

 何人も、化学工業品その他の物品の製造工程であって、水銀等の使用に係る規制を行うことが特に必要なもの

として政令で定める製造工程において、水銀等を使用してはならない。 

(法律の施行期日)附則第１条 

政令施行日：平成 32 年 12 月 31 日    
 

３ 法律施行令及び関係法・施行令･省令改正の概要        
 

（１）水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の概要 

 

 

 
特定水銀使用製品は、以下に掲げるものとする。 

① 電池（次に掲げるものを除く。） 

a) 酸化銀電池（水銀の含有量が全重量の１パーセント未満であって、ボタン電池であるものに限る。) 

b) 空気亜鉛電池（水銀の含有量が全重量の２パーセント未満であって、ボタン電池であるものに限る。） 

② スイッチ及びリレー 

③ 一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ及び電球形蛍光ランプ（発光管一本当たりの水銀の含有量が五

ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が30ワット以下のものに限る。） 

④ 一般照明用の直管形蛍光ランプのうち、次に掲げるもの 

a) 一個当たりの水銀の含有量が５ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が60 ワット未満のもの

のうち、三波長形の蛍光体を用いたもの 

b) 一個当たりの水銀の含有量が10ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が40 ワット以下のも

ののうち、ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたもの 

⑤ 一般照明用の高圧水銀ランプ 

⑥ 電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプのうち、次に掲げるもの 

a) 一個当たりの水銀の含有量が3.5ミリグラムを超えるものであって、その長さが500ミリメートル以下の 

もの 

b) 一個当たりの水銀の含有量が５ミリグラムを超えるものであって、その長さが500ミリメートルを超え1500 

ミリメートル以下のもの 

c) 一個当たりの水銀の含有量が13ミリグラムを超えるものであって、その長さが1500ミリメートルを超える

もの 

⑦ 化粧品（人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保

つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人

体に対する作用が緩和なものをいう。) 

⑧ 動植物又はウイルスの防除に用いられる薬剤（エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム（別名チメロサー

ル）を有効成分とする保存剤（エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム以外の水銀等（法第１条に規定す

る水銀等をいう。）を含むものを除く。）であって、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確

（定義）法第２条１項（特定水銀使用製品） 

 この法律において「水銀使用製品」とは、水銀等が使用されている製品をいい、「特定水銀使用製品」と

は、水銀使用製品のうちその製造に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。 
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保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第二条第一項及び第九項に規定する医薬品及び再生医

療等製品に添加されるものを除く。） 

⑨ 気圧計（電気式のものを除く。） 

⑩ 湿度計（電気式のもの及び⑫a)のガラス製温度計を部品として用いて製造されるものを除く。） 

⑪ 圧力計（電気式のもの、230度以上の温度で測ることができるダイアフラム式圧力計であって目量（計量

法施行令（平成５年政令第329号）第２条第２号イ（１）に規定する目量をいう。以下同じ。）が５メガパスカ

ル以下のもの及び温度の大きな変化、著しい振動その他の厳しい条件の下で測ることができる真空計で

あって次に掲げるものを除く。） 

a) 計ることのできる最大の圧力（絶対圧力をいう。b)において同じ。）が1300パスカル以下であって、目

量が300 パスカル以下のマクラウド真空計 

b) 計ることのできる最大の圧力が66000 パスカル以下であって、目量が200パスカル以下のＵ字管真空

計 

⑫ 温度計（電気式のもの及びガラス製温度計であって次に掲げるもの（体温計であるものを除く。）を除

く。） 

a) 計ることのできる最高の温度が300度以下のものであって、目量が0.5度以下のもの 

b) 計ることのできる最高の温度が300度を超え500度以下のものであって、目量が２度以下のもの（c)に

該当するものを除く。） 

c) 塩酸、硫酸その他の腐食性の高い薬品の温度を計ることができるものであって、計ることのできる最高

の温度が200度を超え500度以下のもののうち、目量が２度以下のもの 

⑬ 血圧計（電気式のものを除く。） 

 

（２）大気汚染防止法の一部を改正する法律の改正（第 6 編⑥－１ページ参照） 
（平成 27 年 6 月 19 日施行令公布、施行は「水銀条約」発効の日以降政令で定める日） 

①水銀排出施設の指定 

 「水銀条約」附属書Ｄに該当する施設等、環境省令で定めるもの。 

 【参考】附属書Ｄ（特定可能な発生源）に掲げる施設：石炭火力発電所、産業用石炭火力ボイラー、廃棄物

焼却施設、セメントクリンカー製造施設、非鉄（鉛・亜鉛・銅・工業金）製錬等施設をいう。 

②水銀排出施設に係る届出制度等（届出受理、改善勧告、改善命令、立入検査等の規定） 

③水銀等に係る排出基準の遵守義務等 —以下略－ 

 

（３）「水銀に関する水俣条約」をふまえた「廃棄物処理法関連」の改正 
（詳細は、第３編参照：③－３、４ページ参照） 

〇「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」平成 27 年 11 月 9 日公布 

〇「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」平成 27 年 11 月 9 日公布 

 【参考】 

◎平成28年4月1日から施行されるもの 

・廃水銀等及びその処理物の特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物への指定 

（令第１条及び第２条の４、規則第１条及び第１条の２並びに194 号告示関係） 

・水銀又はその化合物が廃棄物となったものについて、新たに特別管理一般廃棄物及び特別管理産

業廃物として規制対象に追加し、必要な処理基準を設けることとする。 

◎水俣条約発行日又は平成 29 年 10 月 1 日に施行されるもの 

・中間処分方法及び処分方法の追加（遮断型最終処分場にて処分すること（令第 6 条の５等） 

・水銀含有等産業廃棄物に係る収集、運搬、処分等の基準の改正（令第 6 条第 1 項 2 号等） 

・廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への追加（令 7 条、7 条の２） 
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