CPS/JIPS
安全性要約書
希硝酸

旭化成ケミカルズ株式会社
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‑1):希 硝酸取扱 いチ ェックシー ト (ロ ー リー等の荷役作業 を行 う作業員 を想定
(別 紙 ‑2):希 硝酸取扱 いチ ェックシ ー トの解答 (ロ ー リー等の荷役作業を行 う作業員を想定
(別 紙

)

)

1.は じめ に
この製品安全性要約書は、旭化成ケ ミカルズ及びその関係会社が販売 している希硝酸 を輸送 し
ている物流業者 (ば く露は ロー リー運転手の方を想定 しま した。)の 方 々が、これだけは心得て
おかねばな らないと思われることをとりまとめたものです。
記載内容は、現時点で入手できる法令、資料、デ ータに基 づいていますが、いかなる保証 をなす
ものではあ りません。

2.物 質 の特定
硝酸は工業的には長 い間、チ リ硝石 と硫酸か らつ くられて いま したが、1914年 ドイツ人 A.Frank
と N.Caroに よって、白金を触媒 とするアンモニ ア酸化 による工業的製造法が確立されま した。
日本では、 1928年 、 日本窒素肥料 (現 、旭化成 )延 岡工場で初めて工業化されま した。
希硝酸 は、68%で 共沸混合物を生ずるので単蒸留 では、この濃度以上の硝酸をつくることはでき
ません。 この安全性要約書 でいう希硝酸とは、濃度 67.5%の ものをいいます。

CAS番 号

7697‑37‑2(硝 酸 )/7732‑18‑5(水

製 品名

希 硝酸 (硝 酸

日本名

硝 酸 (水 溶液 )

英語 名

Nitric Acid

化学 式

H N 03/H20

67.5%/水

)

32.5%)

3.主 な性質 と用途例 、有用性
3.1主 な性質
・ 無色または淡黄色を帯ぴた液体で強い刺激臭があ ります。
・ 光 にあたると一部分解する。加熱すると分解 し、窒素酸化物のガスを発 生 します。
・ 強酸性を示 し、塩基性物質 と激 しく反応 します。
・金属 に対 して腐食性を示 します。
・ 強力な酸化剤で、タンパク質 と反応 し分解 します。
・二硫化炭素、ア ミン類、 ヒ ドラジン類 と混触すると発火または爆発する ことがあ ります。
・硫化水素、 リン化水素、ヨウ化水素と反応 し発火または爆発することがあ ります。
・硝酸 自体は不燃性ですが、金属 と反応すると水素を発生 し爆発す ることがあ ります。
・ の こくず、木片、紙、ウエ スなどに接触すると自然発火することがあ ります。

3.2 用途例
・肥料の原料 :(例 :硝 酸アンモニ ウム)
窒素、 リン酸、カ リウムを、肥料の三要素と言われます。
このうち、硝酸アンモニ ウムは窒素成分を植物に供給 します。
窒素は、主 に植物を大きく生長させる作用があ ります。特に葉を大きくさせや
すく、葉肥 (は ごえ)と 言われます。ちなみにリン酸は、主に開花結実に関係 し、
花肥 (は なごえ)ま たは実肥 (み ごえ)、 カ リウムは主 に根の発育と細胞内の
浸透圧調整 に関係するため根肥 (ね ごえ)と 言われます。

・ 有機合成 (医 薬品な ど)の 原料 (例 :硝 酸イソソル ビ ド)
生
Ｎ
Ｏ︑
ざ

硝 酸イソソル ビ ドは、血管 を広 げ血液の流れ をよ くす る作用が強力な楽です。
狭心症 ・ 心筋梗塞 (し ん きん こうそ く)の 治療 と予防、脳梗塞後遺症 ・ 心臓喘息
(ぜ んそ く)の 治療 に使われ ます。

・ 産業化薬の原料

産業火楽 は、砕石 や トンネル 、ダ ム等 の発破工事 に用 い られ る爆薬類及 び
雷管類等 の総称で す。以前 はダイナ マ イ トが主流で したが、最近 は成分 に

甘
聰．

水 を含み取 り扱 い時の 安全性 を高めた上で、エ マル シ ョンの最先端技術 に
よる高比重 、高ガ ス量 、高爆速 を実現 した産業火 葉 が 開発 されて います。

・ 金属表面洗浄液

A

硝酸を含む洗浄液でステン レスの配管の表面を洗 うと、表面に付着 した
油脂分などの ゴミ等を除去 し、同時に強固な酸化 (不 動態化)皮 膜を生成
させることができます。ステン レスのほか、いろいろな金属の洗浄や表面
処理に使われて います。

3.3 有用性
希硝酸 は、旭化成グル ープ理念である「世界の人 々の
の実現 に向け、さまざまな分野での基礎

いのち"と

くらし"に 貢献する」

(出 発 )原 料 として使用されて います。

4.物 理化学的危険性

4.1

性状、物性値

外観

無色又は淡黄色の液体

臭い

強 い刺激臭

融点 /凝 固点

‑35℃ (濃 度 67.5%)

沸点、初留点及び沸点範囲

121℃ (濃 度 67.5%)

引火点

なし

燃焼又 は爆発範囲

デ ー タな し

蒸気圧

0.9kPa(67.5%、 20℃ )

比重 (ま た は相対密度 )

1.403(67.5%、 20℃ )

溶解性

水 に完全 に混和する。

4.2 GHS分

類 による危険性

硝酸 は、 GHS分 類で、酸化性液体 (区 分 3)に 該 当 します。 シンボル は 「円上の炎
(以 下の 図 )」 、危険性有害情報 は、「火災促進のおそれ ,酸 化性」です。

酸化性液体

(区 分

3)の 定義は、「物質

(ま たは混合物 )を セルロース との重量比

1:1の

混合物 と して試験 した場合 の平均昇圧時間が、硝酸 65%水 溶液 とセル ロースの重量比 1:1の
混合物の平均昇圧時間以下である、および区分 1お よび 2の 判断判定が適合 しない物質また
は混合物。 」です。
酸化性液体の危険性の レベルを判定する際の標準物質 として硝酸が使用 されています。

セル 回―スは、植物細胞の細胞壁および繊維の主成分で、綿はそのほとん どがセル ロース
です。希硝酸が漏洩 した際、綿を含むウエ スなどで希硝酸を拭き取 つた場合、そのまま
放置 しておくと、火災促進のおそれがあるので、乾燥砂 による回収がよ り安全です。
やむを得ずウエ スな どで回収 した場合は、速やかに硝酸が付着 した ウエ スを焼却するか
中和処理 して廃棄する ことが重要です。

また硝酸 は、酸化 作用 によ り金属を浴か します。 硝酸単独では、非常 に安定な金属である
白金、金 を浴かす ことはでき ませんが、濃硝酸 と濃塩酸 を 1:3の 比率混ぜた王水 は、
これ らの金属 を溶かす ことが 可能 にな ります。

アル ミニ ウム、ク ロム および鉄な どは濃硝酸 中で表面 に、不動態 とい う酸化皮膜が形成
され ます。酸化被膜ができた ら、それ以上反応が進 まな くな ります。 これ らの金属か ら
なる合金 (た とえばステ ンレス鋼 )の 表面 を酸化被膜処理すれ ば、金属製容器で も硝酸
に使用する ことが 可能 にな ります。
製 品評価技術基盤機構 (NITE)に よる GHS分 類 では、硝酸の金属腐食性物質の項 目は、
「分類で きな い」 とな っていますが、分 類根拠 。問題点の欄 に、「 (ス テ ン レス鋼、アル ミ
ニ ウムおよびガ ラスは容器 と して耐久性が ある。鋼、モネル合金、ニ ッケル及び銅 は
腐食 され る。 (出 典 :ホ ンメル (1991))と の記載があ り区分 1と 推定 され る。」 と記載
されて います 。

硝酸 の金 属腐食性 は、金属の種類、硝酸の濃度 によ り大 き く異な ります。硝酸 と接触する
金属容器 や配管、バル ブ等の交換や変更 を行 う場合 は、材質 に問題がな いことを確認 して
か ら使用する ことが重 要です。

5.健 康 へ の影 響

5.l GHS分

類 による有害性

1)急 性毒性
硝酸 は、 GHS分 類で、急性毒性 (吸 入 :ミ ス ト):区 分 2

に該 当 します。

シンボルは 「どくろ (以 下の図)」 、注意喚起語は「危険」、危険性有害情報は、
「吸入すると生命 に危険

(ミ

ス ト)」 です

ミス ト状 の 硝酸 を吸入すると、軽度な場合 は気管 へ の炎症が発生 し、ば く露濃度や時間に
よ っては肺水腫 を起 こす可能性があ ります。

ミス トとは、気体 中に分散 した液体の微粒子です。圧力がかか った状態で、小 さな穴や
隙問な どか ら液体状の物質が勢 いよ く放 出 される とミス トが発生 します。身近な例では、
スプ レー によ り噴霧 され る霧状 の水や液体が該 当 します。

(ミ

ス トの例 )

い里 静
通常、硝酸 の 輸送 中
荷役作業

(ロ

(ロ

ー リーを想定 )に 硝酸が ミス ト状 になる ことはあ りません。

ー リーか ら顧客 タ ンクヘ の移送を想定 )時 は、ポ ンプな どで一定の圧力を

かけて硝酸 を移送する必要があ ります。配管やホ ース、弁な どに腐食 による小 さな穴が
発生 した場合や、配管の継手部分の隙問か ら硝酸が漏洩 した場 合 には、硝酸 が ミス ト状 に
な る ことが 想定 され ます。

2)皮 膚腐食性・ 刺激性 /眼 に対する重篤な損傷・ 眼刺激性
硝酸 は、 GHS分 類で、皮膚刺激性 :区 分

:区 分 1

lA/眼 に対する重篤な損傷・ 限刺激性

に該 当 します。

シンボル は「腐食性 (以 下の図 )」 、注意喚起語 は 「危険」、危険性有害情報 は、
「重篤な皮膚の薬傷・ 眼の損傷 )」 です。

以下 は、生卵 に実際 に硝酸をかけた際の写真です。

(直 後 )

(数 分後 )

硝酸 をかけた直後 に白身の部分がす ぐに白くかた ま り、数分後 には責色 く変色 しま した。
)
(写 真で は、黄 身が流れて い ますが これは意 図的 に黄身をつつ いた結果です。

硝酸 は、タ ンパ ク質を変性する性質があ り、 この反応 を 「キサ ン トプ ロテイ ン反応 」 と
いいます。皮膚 や限 に付着 した場合 も同様な反応 が起 こ ります。皮膚 に付着 した場合 は、
激 しい痛み を伴 い、 眼 に付着 した場合は、最悪失 明する といった非常 に重篤な事態 となる
可能性があ ります。

通常、輸送 中

(ロ

ー リー を想定 )に 硝酸 と接触す ることはあ りません。

万 ― 、交通事故等 によ リタンクやバル ブな どが破損 した場合、漏洩 した硝酸 に接触 する
可能性が あ ります。

また、荷役作業

(ロ

ー リーか ら顧客タ ンクヘ の 移送 を想定 )時 は、毎 回配管 にホ ースな ど

を脱着す る作業 が必要です。配管やホ ース に残留 した硝酸 に接触する可能性があ ります。

3)特 定標的臓器・ 全身毒性

(単 回ばく露 )、

同 (反 復 ば く露 )、 吸引性呼吸器有害性

硝酸は、 GHS分 類で、特定標的臓器 ・ 全身毒性 (単 回ば く露 ):区 分
特定標的臓器 。全身毒性 (反 復 ば く露 ):区 分

1(歯 、呼吸器系

)、

1(呼 吸器 系

)、

吸引性呼吸器有害性

:区 分 1に 該 当 します。

シ ンボルは 「健康有害性 (以 下の図)」 、注意喚起語は「危険」、
危険性有害情報 は、以下の 3項 目です。
。
「呼吸系の障害」
。
「長期又 は反復 ば く露 による歯、呼吸器 系の障害」
。
「飲み込み、気道侵入する と生命 に危険のおそれ」

(歯 への有害性 について)

硝酸 を取 り扱 う場合、作業者 に対 して、6ヶ 月以内ごとに歯科医師による健康診断が義務
付けられ ています。 これは、労働安全衛生法 に定め られてお り、労働者数、取扱 い物質
の 多少 にかかわ らず、歯科医師による健康診断が必要です。詳細は下記の関連する法規を
参照 してくだ さい。

<関 連する法規>
労働安全衛生法第 66条 第 3項 】
【
事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者 に対 し、厚生労働省令で
定めるところによ り、歯科医師による健康診断を行わなければな らない。
労働安全衛生法施行令第 22条 第 3項 】
【
法第 66条 第 3項 の政令 で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、
黄 りんその他歯又はその支持組織 に有害な物のガス、蒸気又は粉 じんを発散する場所に
おける業務 とする。
労働安全衛生規則第 48条 】
【
事業者は、令第 22条 第 3項 の業務に常時従事す る労働者に対 し、その雇い入れの際、
当該業務 への配置換えの際及び当該業務 についた後 6ヶ 月以内ごとに 1回 、定期的に、
歯科医師による健康診断を行わなければな らな い。

5.2

ハ ザ ー ドレベルの評価

GHS分 類 による (M)SDSの 人健康有害性のデ ータと、中央労働防災協会 労働衛生調査分析
センタ ー (以 下、 JISHAと する)が 提唱 している 」ISHA方 式化学物質 リスクマネジメン ト
マニ ュアルに従 つて、硝酸の健康への影響 について評価を行 いました。
(区 分のある部分 のみ 抜粋 )

硝酸のハザ ー ドレベルの評価

区分

・―・ ヘや
ハサ
卜レ ル

区分 2

4

GHS分 類項 目
急性毒性 (吸 入 :ミ ス ト)
皮膚腐食性・ 刺激性

区分

眼 に対する重篤な損傷 ・ 眼刺激性

lA

区分

1

1(呼 吸器 系)
区分 1(歯 ・ 呼吸器系 )

特定標 的臓器 ・ 全身毒性 (単 回ばく露 )

区分

特定標 的臓器 ・ 全 身毒性 (反 復 ばく露 )

区分

吸引性 呼吸器有害性

1

3S
3S
4
4
1

ハ ザ ー ドレベル は 1〜 5ま であ り、数字が大き いほ ど有害性が強 いとい う評価 にな ります。

GHS分 類の項 目毎 に区分 に対するハ ザ ー ドレベルが定め られ てお り、各項 目で一番大き い
数字が最終的 にその物質のハ ザ ー ドレベル と判断 され ます。
ば く露状況 との組み合わせ によ つて、局所排気装置の設置や作業時間短縮 といつた設備対応
や作業手順の見直 し等 が必要 にな ります。
これ に加えてハ ザ ー ドレベルの数字 に Sが 付 く場合があ ります。特 に 「眼」 と 「皮膚」 へ の
有害性 の 有無 を評価 しています。 GHS分 類の特定 の項 目に対 して、区分がつ いた 場合 には、
ハ ザ ー ドレベルの数字 に Sが 付 きます。 ば く露する可能性 がある場合 、設備対応や作業手順
の見直 し等だ けでは完全 に作業者の眼 と皮膚 へ の障害 を防止する ことが 困難な ので、最後 は
「保護具」 に頼 る必要があるケ ースの判定 を行 うため に定め られた ものです。
ハ ザ ー ドレベル S:GHS分 類 の項 目における特定 の項 目は以下の 4項 目です。

1)皮 膚腐食性 ・ 刺激性

2)限 に対す る重篤な損傷 /眼 の刺激性
3)皮 膚感作性
4)急 性毒性 (皮 膚 )
以上 よ り、硝酸の ハ ザ ー ドレベルは 4Sと な ります。
同様な評価を行 った結果、硫酸 (4S)、 水酸化ナ トリウム
リン酸

(4S)と 同 じレベルで した。

(3S)は 硝酸 よ り 1ラ ンク低 い レベルで した。

「 S」 が付 くので、作業者の眼 と皮膚 へ の障害 を防止す る為、「保護具」 が重要 とな るケ ー ス
です。
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5.3

ば く露 レベル の評価

ロー リーよる希硝酸の荷役作業時のばく露 レベルを JISHA方 式化学物質 リスクマネ ジメン ト
マニ ュアル に従 って推定 しま した。前提条件は、以下を想定 しました。

・ 荷役作業は屋外で実施する。
・ 1回 あた りで取 り扱 う量は ロー リー 1車 分、7K L(約 10t)と する。
・ ばく露時間は、ホ ース等の脱着に要する 10分 とする。
・ 当該作業は、ほぼ毎 日 1回 (年 間 200回 程度)実 施する。

(評 価結果)

1)A:取 扱量のポイ ン ト→ 3ポ イン ト (大 量 :KLレ ベル
2)B:揮 発性・飛散性のポイン ト→ 2ポ イン ト (中 :沸 点 50℃ 以上 150℃ 未満
3)C:修 正ポイン ト→ 0ポ イン ト (作 業者の作業服、保護具等 に硝酸の付着による汚れな し
4)EWL:推 定作業環境濃度 レベル→ d(A+B+C=5ポ イン ト
5)FL:作 業時間・作業頻度→ i(ン フ ト内の接触時間割合 12.5%未 満
6) EL4:ば く露 レベル→ 2
)

)

)

)

)

日― リー によるばく露 レベル

5.4

(EL)は 、 2と 推定 されます。

リスク レベル評価

ロー リーよる希硝酸荷役作業時の リスク レベルを JISHA方 式化学物質 リスクマネジメン ト
マニ ュアル に従 って推定を行いま した。前提条件は、前項 と同 じとしま した。

(評 価結果)

(HL)→ 4S
(EL)→ 2
(RL)→ Ⅲ (中 程度の リスク

・ハ ザ ー ドレベル
・ ばく露 レベル
・ リスク レベル

)、

ロー リー による希硝酸荷役作業時の リスク レベル

S

(RL)は 、 ￨II(中 程度の リスク)と 推定

されます。リスクを低減するための検討は必要であるが、リスク低減対策の費用を充分検討する
必要がある レベルです。

■■

作業時 のば く露濃度 を低減するため、具体的 には以下のよ うな対策が有効 と思われ ます。

1)局 所排気装置 を設置する。

2)1)の 設置が困難な場合は、作業をできるだ け風土か ら行 う。
3)ホ ースの脱着 を速やかにするため、接合部 をフランジか らカ ップラー に変更す る。
4)使 用 したホ ース等 は速やか に洗浄するか、密閉する。 も しくは密閉された容 器 に
保管する。

今 回は、作業環境測定値等の実測値がな いば く露 レベル

(EL4:推

定作業環境濃度 レベ ル

と作業時間・作業頻度 レベ ルか らの推定)に よ り評価 して い ます。硝酸の許容濃度 は 2ppmで す。
通常、日― リー による希硝酸の荷役作業は屋外で実施 され ることか ら、ホ ース等の脱着時の 硝酸
の濃度 は許容濃度以下 と推定 され ますが、実際の硝酸の荷役作業時の リス ク レベル を正確 に把握
する為 、硝酸濃度測定が望 ま しいケ ースです。

硝酸濃度測定 の結 果、

1)許 容濃度 に対す る倍数が 0.1倍 未満

(硝 酸濃度が

0.2ppm未 満 )の 場合、 リスク レベルは

‖ (許 容可能な リスク)と 判定 され ます。追加 アクシ ョンは必要な く、現状の設備や

操作方法を確実に維持すれば良いレベル と推定 されます。

2) 許容濃度に対する倍数が 0.1以 上 1.0倍 未満
場合、今回推定 した リスク レベル と同 じ

￨キ

(硝 酸濃度が 0.2ppm以 上 2.Oppm未 満 )の

￨と 判定されます。前述 した対策を検討 した上

で、確実に呼吸器保護具を着用すれば リスク レベルを許容可能な リスクに低減可能 と思
われます。

3) 万一、許容濃度 に対する倍数が 1.0倍 以上

(硝 酸濃度が

2.Oppm)の 場合、 リスクレベル

は IV(大 きな リスク)と 判定されます。呼吸器保護具を着用だけでは リスク レベルを
許容可能な リスクまで低減することが不可能で、何 らかの設備対応が必要なケ ースです。
場合 によっては、囲い式局所排気又はプッシュプル型排気装の設置や設備の 自動化や
密閉化 といった多くの経営資源が必要 とな ります。
上記の他 に、日― リー の荷役 作業でホ ース等の脱着時 に希硝酸 に被液する リスクが想定 され ます。
この リス ク レベル

(RL)を

Sと いい、皮膚腐食性・刺激性 と眼に対する重篤な損傷 /眼 の刺 激

性 に対 して、以下の リス ク対策が必 要 にな ります。

1)暴 露濃度低減のための工学的な対策だけでは不十分なため、保護具対策を行 う。
2)保 護具の選定 にあた っては、硝酸 の物性を考慮する。
3)保 護具の保守管理 を徹底する。
詳細 は、7項 の推奨する リスク管理措置で述 べ ます。
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6.環 境への影響

6.l GHS分

類 による有害性

硝酸の GHS分 類によ り環境 に対する有害性については、水生環境毒性
水生環境有害性

(長 期間)と

(急 性 )、

も、十分なデ ータ不足 していることか ら

「分類できな い」とな っています。

6.2

硝酸性室素による影響

河川や湖沼に窒素などが多量に流れ込むと、藻類などが繁茂する、いわゆる富栄養化
現象が起 こります。
万三輸送中、荷役作業中に硝酸を漏洩させて しまつた場合は、多量の硝酸態窒素が環境中
に流出することを防止する為、可能な限 り回収を行い、一般の河川、湖沼、土壊中に拡散
させないことが重要です。

大規模な火災が発生 した場合、消火剤は散水、噴霧水を使用 し、「棒状注水」は使用 しては
な らな い消火剤 としているのも同様の理由と思われます。
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7.推 奨する リス ク管理措置

7.1

保護具 につ いて

(保 護具 の例 )

:酸
:耐
:ゴ

・ 呼吸用保護具
・ 手の保護具
・ 眼 の 保護具

性ガス用防毒 マス ク
酸用 ゴム手 袋
ー グル型保護眼鏡 、顔面 シール ド

・ 皮膚及び身体 の保護具 :耐 酸用 ゴム前掛 け、耐酸用 ゴムカ ッパ 、耐酸用 ゴム長靴

呼吸用保護具 と手の保護具の選定時 の注意点 につ いて以下 に述 べ ます。

1)保 護具の選定時の注意点
(呼 吸用保護具 :酸 性ガス用防毒 マスク)

」 IS規 格で は、 JIS

T 8152で 試験方法等が規定 されています。 また、労働安全
衛生法 に基づ いて、 防毒 マス クの規格 (平 成 13年 厚生労働省告示第 299号 )が 定め ら
れてお り、国家検定合格品 には、 マスク本体、吸収缶 の各 々 に 「型式検定合格標章」
占付 されて い ます。
(下 記 は、直結式小型防毒 マスクの例 )が 貝

(マ スク本体

)

国 (年 )検
検定合格番号
型式種類
↓:

記載例

国ビ13)検
知 M24号
RLl
DR「 直」

(吸

収缶 )

国 (年 )検
型式種類
検定合格番号

(直 結式小型防毒マスク)

↓ :記 載例

国ぐ13)検
RLl
DR「 直」
知 M24号

有機・ 酸性ガス用、ハ ロゲ ン・ 酸性ガス用 の吸収缶の標章 は、各 々有機ガ ス、ハ ロゲ ン
ガスの国家検定 を合格 して いることをあ らわ してお り、酸性ガス用の吸収缶 は、

JIS T 8152に よる規定 による試験のみで、国家検定 による合格基準 はあ りません。
従 って、酸性ガス用のみ の吸収缶 には標章 はつきません。これ らの吸収缶を選定す る際は、
酸性ガス に対 して、 」 IS規 格 に適合 して いることを確認下 さい。
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酸性ガス用吸収缶で ミス ト状 の硝酸 を除去できる吸収缶 は市販 されて いな い模様 です。
ホ ース等の脱着 時等、 ロー リー による通 常 の 荷役作業時 には酸性ガス用吸収缶の防毒
マスクを着用する ことによ り硝酸か らのば く露 を防 ぐ ことが可 能です。
しか しなが ら、万 一、 ロー リーか ら荷役作業 中、大量 の 硝酸 が漏洩 しミス ト状 にな った
場合 は、ろ過式の呼吸用保護具の使用はできません。吸気式の呼吸用保護具の着用が
必要 とな ります。

(手 の保護具 :耐 酸用 ゴム手袋 )

耐酸用 ゴム手袋 を選定する上で、一番重要なのは手袋 に使用 されて いる材質です。
硝酸 は非常 に腐食性の高 い酸なので、通常耐酸性 と いわれて いる手袋のなか にも硝酸では
使用できな いものがあるので注 意を要 します。
また、 ロー リーの荷役作業でホ ース等の脱着時の作業 (例 え ば、 フランジ等のボル トと
ナ ッ トの締め付 け等 )に 支障 をきた さな いよ う、ある程度柔軟性が必要を思われ ます。

以下は、市販 されている保護 手袋の材質 ごとの 耐酸性 と作業性 をあ らわ した表です。
耐酸性 は各社 カタ ログデ ー タか ら推定 した 67%希 硝酸 に対する相対評価、作業性 は
上記の 回一 リーの荷役作業 を想定 しま した。

作業性

耐酸性

材質

フ ッ化 ゴム

○

×

クロロスルホン化ポリエチレン

○

○

ネオブレンゴム

△

○

ポリ塩化 ビニル

△〜 ×

○

ポ リビニルアル コール

×

○

ニ トリル ゴム

×

○

耐酸性
作業性

:
:

備考

耐酸 1生 デ ータ にバ ラツキあ り

○ → 使用可、 △→ 使用可 (条 件付き)、 ×→ 使用不可
○ → 使用可、

×→ 作業性悪 い

特に、ポリ塩化 ビニル樹脂製の保護手袋は、耐酸性データにバラツキがあります。
保護手袋を選定する際は、事前にメーカーに問い合わせることを推奨 します。
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2)保 護具の使用時の注意点
保護具 の使用時 に注意が必要な点は次の とお りです。
(呼 吸用保護具 :酸 性ガス用防毒 マスク)

①
②

防毒 マスク は酸素濃度 18%未 満の場所では使用 しな いこと。
防毒 マスク を着用す る前 には、その都度、着用者 に防毒 マスクの各部品の状態や取 り付 け
が正 しいことの点検する こと。また、予備 の 防毒 マスクや 吸収 缶を用意 し、未使用の吸収
缶は、製造者が指定する保存期間内であつて、包装が破損せず気密性が保たれて いる こと
を確認する こと。

③

顔面 と面体の接顔部の位置や しめひもの位置および締め方等を適切にする こと。しめひ も
は耳にかけず後頭部にお いて固定 し、着用後は、必ずフィッ トチェック

(下 記参照 )を

行 い、空気の漏れ込みがな いことを確認する こと。
④

吸収缶に添付 されている使用時間記録カー ドに使用時間を必ず記入 し、使用限度時間を
超えて使用させな いこと。

⑤

使用中に硝酸 の臭気等を感知 した場合は、ただちに着用状態の確認を行わせ、必要に
応 じて吸収缶を交換 させること。
(硝 酸は、有機物の接触等 によ り窒素性酸化物

(N OX)を 発生 します。特 に一酸化窒素

(NO)は 、防毒マスクの破過時間を大幅に短縮する可能性があ ります。
)

<フ ィッ トチェック>
防毒 マス ク着業後 、吸気 口を手でふ さ ぐ。
呼吸が楽 にできるよ うで あれ ば、空気が漏れて いる
いる可 能性があるの で、防毒マス クの点検 、着用が
適正が どうかを確認する。

(手 の保護具

①

:耐 酸用 ゴム手 袋 )

着用 前 に、 日視 にて破れや き裂、穴な どがな いことを確認す る こと。着用後、
バ ケツ等水をは った容器 につけ、水漏れがな いことを確認 する こと。

②

使用 中、濡れや痛みな どの異常を感 じた場合 は、直ちに手袋を脱ぎ、少な くとも

③

15分 以上流水で洗浄 し医者の手 当てを受ける事。

④

使用後 は、流水で洗浄後、水分を拭き取 り、 ヘル メ ッ トと別 に保管する こと。
常時予備 の保護 手袋 を用意 し、一定期間を超えた ものは予備の手袋 と交換する こと。
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7.2

現場教 育 につ いて

1)実 施方法
初 めて硝酸を運搬する ロー リー運転手 には、当該作業発生前 に実施 して下 さい。
それ に加えて毎年、硝酸 を取 り扱 うロー リー運転手全員 に教育 を行 つて下 さい。
さ らに、硝酸や、 日― リー によ り運搬 に関係す る法令が改正 にな った場合は、
その都度 実施する ことが望 まれ ます。
教育内容 は、 (M)SDSや イエ ローカー ドに記載 され ている事項 とともに、
この安全性要約書 も活用下 さい。

2)効 果 の確認

(チ ェックシ ー ト)

この安全性要約書 の内容 をチ ェックシー ト (別 紙 ‑1
教育 の効果確認 に活用下 さい。
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参照 )に しま した。

8.法 規制情報
法規制情報
労働安全衛 生法

特定化 学物質

第 3類 物質 [施 行令別表第 3]

腐食性液体 [労 働安全衛 生規則第 326条 ]
表第
名称 な どを通知す べ き有 害物 [施 行令第 18条 の 2 号町
隣 2条 別表

91

2(但 し、 10%以 下 の もの を除 く)]

毒 物及 び劇 物取締法

劇物

消 防法

危 険物

船 舶安全法

腐 食性物質 [危 険則第 2条 ]

第 6類 硝酸 (但 し、濃度 9o%未 満 の ものを除 く)

・ 国連番 号 2031(濃 度が 70%以 下 の もの)、 等級 8
海 洋汚染 防止法

有害液体物質 (Y類 物質 )随 行令別表第

航 空法

腐食性物質
[施 行 規則第

194条 危 瞼物告示別表第

1]

1]

港則 法

腐食性物質 [施 行規則第 12条 危 険物告示]

水質汚濁 防止法

政令番 号

政令第 2条 第 26号

政令 名称

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

排水基準

100mg/L(ア ンモニ ア性窒素 ×0.4、 亜硝酸性窒素及び
硝酸性窒素 の合計量 )

道 路法

車両 の通行 の制限 随 行令 19条 の
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13

日本道路公 団公示別表]

9.参 考文献
・ 16■ 2の 化学商品(2012年 度開
・ 製品評価技術基盤機構 (NITE):CHRIP、

URL:httD7/wwⅥ

有害性評価書及 び リスク評 価書

safe.nite.go.ioAapan/db.html

・ 知 っておきたい保護具 のはな し (田 中 茂著 )
・ 化 学物質 リスクアセスメ ン ト専 門研修 (健 康障害防止 コー ス )テ キス ト 第 3版

10.連 絡 先、作成 日
会社 名
住所
問 い合わせ窓 日

(改訂 日)

:旭
:東
:環

電話番号 /FAX番 号

化成ケ ミカルズ株式会社
京都千代 田区神保町 1丁 目 105番 地
境安全部

:03‐ 3296‐ 3206//03‐ 3296‐ 3490

*問 い合わせ いただ いた内容 は確認後 、返答 いた します。
内容 によって は、 ご返答できない場合 もござ います ので ご了承願 います。

制定 日/改 訂 日

)制 定 日 :2013年
(改 訂)
版
:
改訂 日 :
(初 版

■ 月 1日

改訂 内容
以上
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(月 J4氏

‑1)

希硝酸取扱いチェックシート(ロ ーリー等の荷役作業に従事している作業員を想定

)

Ql (M)SDSを

使用した取扱い教育を受けていますか ?

1 1年 以内に教育を受けた

21年 以上前に教育を受けた。
3教 育を受けたことがない。
Q2

希硝酸の (M)SDSの 以下のGHSラ ベルの絵表示 (シ ンボル)を 理解していますか ?(そ の可)

1 このマークが意味する危険有害性情報が挙げられる。

2何 のことか全くわからない。
Q3

希硝酸の (M)SDSの 以下のGHSラ ベルの絵表示 (シ ンボル)を 理解していますか ?(そ の2)

呵 このマークが意味する危険有害性情報を3つ 挙げられる。

2こ のマークの意味する危険有害性情報を2つ 挙げられる。
3こ のマークの意味する危険有害性情報を1つ 挙げられる。

41可 のことか全くわからない

Q4

希硝酸の(M)SDSの 以下のGHSラ ベルの絵表示 (シ ンボル)を 理解していますか?(そ の3)

1 このマークが意味する危険有害性情報が挙げられる。

2何 のことか全くわからない。
Q5

希硝酸の (M)SDSの 以下のGHSラ ベルの絵表示 (シ ンボル)を 理解していますか ?(そ の4)

司 このマークが意味する危険有害性情報を3つ 挙 げられる。

2こ のマークの意味する危険有害性情報を2つ 挙げられる。
3こ のマークの意味する危険有害性情報を可つ挙 げられる。
41可 のことか全くわからない

Q6

希硝酸を取扱う際 に必要な保護具は何ですか ?

1 必要な保護具を5つ 以上挙げられる。

2必 要な保護具を4つ 以上挙げられる。
3必 要な保護具を3つ 以上挙げられる。
4,必 要な保護具を2つ 以上挙げられる。

5必 要な保護具を1つ 以上挙げられる。
Q7

希硝酸を取扱う際の保護具 (手 袋 )の 材質は何ですか ?
刊 塩化ビニル

2̲天 然ゴム

3 ニトリルゴム

4ネ オプレンゴム

5ク ロロスルホン化ポリエチレン(CSM)

6そ の他の材質

7何 の材質かわからない
Q8

荷役作業前の保護具 (手 袋 )の 確認を実施していますか ?

1̲荷 役作業前に損傷ないことを確認している。(目 視 +水 を張つたバケツにつけている。)

2荷 役作業前に損傷ないことを確認している。(目 視のみ
3特 に行つていない
Q9

)

荷役作業後の保護具 (手 袋 )の 処置を行つていますか ?

1荷 役作業後に水洗後、ウェス等で水分を拭き取 つている。
2荷 役作業前にウェス等で拭き取りを行つている。(水 洗なし
3特 に行つていない

)

Q10

保護具 (手 袋 )の 保管場所を定めていますか ?

1ゴ ーグルやヘルメットと別な場所に保管している。
2ゴ ーグルやヘルメットと同じ場所に保管している。

3特 に決めていない。

(別 紙‑2)

希硝酸取扱いチエックシートの解答 (ロ ーリー等の荷役作業に従事している作業員を想定)
Ql

(M)SDSを 使用した取扱い教育を受けていますか ?

解答

点数

1 1年 以内に教育を受けた

21年 以上前に教育を受けた。

3教 育を受けたことがない。

Q2

希硝酸の (M)SDSの 以下のGHSラ ベルの絵表示 (シ ンボル)を 理解していますか?(そ の1)

・火災助長のおそれ、酸化性物質

1 このマークが意味する危険有害性情報が挙げられる。

2何 のことか全くわからない。

Q3

希硝酸の (M)SDSの 以下のGHSラ ベルの絵表示 (シ ンボル)を 理解していますか ?(そ の2)

・重篤な皮膚の薬傷
・眼の損傷
・金属廣食のおそれ

1 このマークが意味する危険有害性情報を3つ 挙げられる。

2こ のマークの意味する危険有害性情報を2つ 挙げられる。
3こ のマークの意味する危険有害性情報を1つ 挙げられる。

4何 のことか全くわからない

Q4

希硝酸の (M)SDSの 以下のGHSラ ベルの絵表示 (シ ンボル)を 理解していますか?(そ の3)

・吸入すると生命に危険

1 このマークが意味する危険有害性情報が挙げられる。

2何 のことか全くわからない。

Q5

希硝酸の (M)SDSの 以下のGHSラ ベルの絵表示 (シ ンボル)を 理解していますか?(そ の4)

1 このマークが意味する危険有害性情報を3つ 挙げられる。

5・ 臓器 (呼 吸器系)の 障害
4・ (長 期または反復ばく
露による)歯 、呼吸器系の障害
3・ 欲み込み時の気道に侵入すると生命に危険の恐れ

41可 のことか全くわからない

0

2こ のマークの意味する危険有害性情報を2つ 挙げられる。
3こ のマークの意味する危険有害性情報を1つ 挙げられる。

Q6

希硝酸を取扱う際に必要な保護具は何ですか ?
5・ 防毒マスク(酸 性ガス用)、 又は空気呼吸器
又は顔面シールド
4・ ゴーグル型保護眼鏡、
3・ 耐酸用ゴム手袋
2・ 耐酸用製保護衣

1 必要な保護具を5つ 以上挙げられる。

2必 要な保護具を4つ 以上挙げられる。
3必 要な保護具を3つ 以上挙げられる。
4必 要な保護具を2つ 以上挙げられる。
5必 要な保護具を1つ 以上挙げられる。
Q7

1・

耐酸用ゴム製長靴

希硝酸を取扱う際の保護具 (手 袋)の 材質は何ですか ?
推奨は、CSMま たはネオプレン
塩ビは不適、天然ゴムとニトリルゴムは不可

1 塩化ビニル

2天 然ゴム
3ニ トリルゴム
4ネ オプレンゴム

5ク ロロスルホン化ポリエテレン(CSM)

6そ の他の材質

(フ

7何 の材質かわからない
Q8

荷役作業前の保護具 (手 袋)の 確認を実施していますか ?

1荷 役作業前 に損傷ないことを確認している。(目 視 +水 を張つたバケツにつけている。
2荷 役作業前に損傷ないことを確認している。(目 視 のみ
)

3特 に行つていない
Q9

)

荷役作業後の保護具 (手 袋)の 処置を行つていますか ?

1 荷役作業後に水洗後、ウェス等で水分を拭き取つている。

2荷 役作業前にウェス等で拭き取りを行つている。(水 洗なし

3特 に行つていない

Q10

保護具 (手 袋)の 保管場所を定めていますか ?

1ゴ ーグルやヘルメットと別な場所に保管している。
2ゴ ーグルやヘルメットと同じ場所に保管している。

3特 に決めていない。

)

ッ素ゴムは5、 その他は基本的に0)

