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「作業環境測定基準等の一部を改正する告示案に関する意見募集について」 

に対して寄せられた御意見等について 

 

令 和 ２ 年 １ 月 2 7 日 

厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局 安 全 衛 生 部 

化 学 物 質 対 策 課 環 境 改 善 室 

 

標記について、ホームページ等を通じて御意見を募集したところ、計 48件の御意

見をいただき、うち 45件は本件に関する御意見、残り３件は本件とは関係の無い御

意見でした。 

お寄せいただいた本件に関する御意見等の要旨とそれに対する厚生労働省の考え

方については、次のとおりです。 

今回、御意見をお寄せいただきました方々の御協力に厚く御礼申し上げます。 

 

番

号 
御意見等の要旨 

件

数 
御意見に対する考え方 

１ （単位作業場所の考え方） 

・単位作業場内の労働者が、作業に伴い他

の作業場所で、同一有害物質による影響を

受けるとしても、各作業場所の濃度状況は

異なることから、これまでの作業環境測定

の概念からは、各作業場所ごとに個人サン

プラーを取り替え、濃度測定を行う必要が

あるが、個人ばく露測定と考えた場合に

は、その必要が無くなるがいかがか。 

・塗装の一連作業で、調合、脱脂、塗装、

洗浄、乾燥炉への被塗装物の搬入が行われ

る場合、その場合、一連作業として調合か

ら搬入までＣ測定は継続してよいか。それ

とも調合と塗装を除く時間帯はポンプを停

止させなければならないか。 

 

２ （単位作業場所の考え方） 

 個人サンプリング法による作業環境測定

は、従来の測定と同様に、単位作業場所ご

とに測定を行います。単位作業場所とは、

「作業場の区域のうち労働者の作業中の行

動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき

定められる作業環境測定のために必要な区

域」（作業環境測定基準第２条第１項第１

号）です。 

 個人サンプリング法の特性を踏まえる

と、労働者の作業中の行動範囲により、作

業する区域が複数ある場合でも同一の単位

作業場所となる場合があります。 

ただし、時間毎に異なる作業を行う場合

や異なる有機溶剤を使用する場合等には、

時間的又は空間的に単位作業場所を分ける

必要があるかどうかについて、従来の作業

環境測定と同様の考え方で判断いただくこ

とになります。 
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２ （測定対象者の選定） 

・正確なばく露量による管理区分の判断と

いうことである長所も多くある為、この

条項の採用には反対ではないが、実施に

当たっては下記の項目も考慮すべきと考

える。 

○測定対象者は、当該作業において、

最もばく露する可能性のある人を選

ぶ。 

○上記対象が１人に絞れない場合は、

複数人で実施し、最もばく露の多い

者の数値を採用する。 

１ （測定対象者の選定） 

試料採取機器等を装着する労働者の選定

は、単位作業場所において、労働者にばく

露される測定対象物質の量がほぼ均一であ

ると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適

切な数の労働者に対して行うこととしてい

ます。 

「適切な数の労働者」の選定について

は、原則として単位作業場における全ての

労働者を対象とすべきこと、対象労働者を

抽出する場合にあっては、作業内容等の調

査を踏まえ、単位作業場所におけるばく露

状態を代表できる抽出方法とすることなど

を施行通達で定める予定です。 

３ （試料採取対象となる作業の決定） 

・測定基準改正告示案に「ばく露される物

質の量がほぼ均一であると見込まれる作

業」とあるが、「ほぼ均一」とはどの程

度の濃度範囲を指すのか。また、前回測

定時の測定結果の全ての数値がほぼ均一

である必要があるのか。      

・同様な作業内容の作業グループのなか

で、使用する塗料が異なる塗装作業があ

る場合、「ほぼ均一である作業」として

よいか。それとも成分指数の考え方を考

慮したほうがよいのか。考慮が必要な場

合、どのくらいの倍数がほぼ均一である

作業といえるか。 

 

３ （試料採取対象となる労働者の選定） 

労働者にばく露される物質の量が「ほぼ

均一」であると見込まれる作業に該当する

かどうかは、事前調査等により、単位作業

場における労働者の作業中の行動範囲、有

害物の分布等の状況等を踏まえ、作業環境

測定士が判断することになります。 

事前調査等によって判断することが困難

な場合は、対象労働者を測定した上で、そ

の結果を踏まえて判断することになりま

す。 

なお、作業場における測定対象物質の濃

度が時間的又は空間的に大きく変動する場

合は、異なる単位作業場所として測定を行

う必要がある場合があります。 

４ （試料採取の時間） 

・個人サンプラー導入について、測定時間

を一律「８時間」など決めるのではな

く、以下の理由から「10分間」も可にし

ていただきたい。 

・個人サンプラーによる作業環境測定の初

回については、８時間測定を行い、基本

データを得ることが必要ではないのか。 

・８時間継続して作業を行うのではなく、

20分程度の継続作業の場合がある。この

３ （試料採取の時間） 

 個人サンプリング法による試料空気の採

取等の時間は、８時間といった一律の時間

ではなく、測定対象となる労働者が単位作

業場所において作業に従事する全時間とし

ています。 

 ただし、当該作業に従事する時間が２時

間を超える場合であって、同一の作業を反

復する等労働者にばく露される測定対象物

質の濃度がほぼ均一であることが明らかな
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場合、８時間サンプリングした場合に、

過小評価になる可能性がある。 

・全員の１日の作業時間が２時間未満の場

合、Ｃ測定のデータはどのように取れば

よいか。 

ときは、２時間を下回らない範囲で試料空

気の採取時間を短縮することができます。 

このため、１日の作業時間が２時間以下

の場合、試料空気の採取等の時間は、労働

者が単位作業場所において作業に従事する

全時間となります。 

５ （労働者が５人未満の場合の測定） 

・測定基準の改正(２)②に「その数は、そ

れぞれ、５人を下回ってはならない」とあ

るが、５人以上を確保できない場合は個人

サンプリングによる評価はできないという

ことか。 

・５人以上の測定は困難なことが多く、現

場で可能なのか。 

・測定対象有害物質取扱時間が２時間以下

であり、かつ当該作業該当作業者が１名の

場合、１人の作業者に５個以上の試料採取

機器を同時に装着させることとなるのか。 

・測定基準の改正(２)④に「従事する時間

を分割し、２以上の①に定める試料空気の

採取等が行われたときは、当該試料空気の

採取等は、当該２以上の採取された試料の

数と同数の労働者に対して行われたものと

みなすことができる」とあるが、時間を分

割せず同時並行して行った２以上の測定は

同数の労働者に対して行われたものとみな

すことはできないということか。 

・作業を分割して複数名の試料とすること

ができるとあるが、大学は特に１人作業が

多いため、そのような場合の測定基準を明

確に定めていただきたい。 

８ （労働者が５人未満の場合の測定） 

単位作業場所において作業に従事する労

働者の数が５人を下回る場合にあっては、

単位作業場所で作業に従事する時間を分割

し、２以上の試料空気の採取等が行われた

ときは、当該試料空気の採取等は、当該２

以上の採取された試料の数と同数の労働者

に対して行われたものとみなすことができ

ます。 

なお、１人の労働者が複数の試料採取機

器を同時に装着して併行測定した場合は、

作業時間を分割した採取試料にはなりませ

ん。 
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６ （労働者が１人であって、短時間作業の場

合） 

・作業者が１人で短時間で終わる作業の場

合は、その作業時間を等間隔に分割して５

点以上測定する方法は可能か。作業状況に

よって、それに適した測定方法があるの

で、もう少し幅を持たせた測定基準として

ほしい。 

・全員の１日の作業時間が２時間未満の場

合、Ｃ測定のデータはどのように取ればよ

いか。作業者は１名のみであり、１日の作

業時間が 10分程度で、その他の時間は事

務作業を行う場合、Ｃ測定のデータはどの

ように取ればよいか。 

・高濃度ばく露が予想される測定時に実施

するＤ測定では、15分間連続して行われな

い場合、作業中のみＤ測定を行い、分析結

果を 15分間値に換算してＤ測定評価を行

うのか 

・労働者が１人であり、且つ測定時間の短

縮が行えない場合、５日間の測定が必要に

なるのか。もしくは、従来の測定方法が適

切なのか。 

 

４ （労働者が１人であって、短時間作業の場

合） 

１日の作業時間が２時間以下の場合、試

料空気の採取等の時間は、労働者が単位作

業場所において作業に従事する全時間とな

ります。  

さらに、単位作業場所において作業に従

事する労働者の数が５人を下回る場合にあ

っては、単位作業場所で作業に従事する時

間を分割し、２以上の試料空気の採取等が

行われたときは、当該試料空気の採取等

は、当該２以上の採取された試料の数と同

数の労働者に対して行われたものとみなす

ことができます。 

なお、作業に従事する時間を分割して試

料採取等を行う場合は、時間を均等に分割

し、かつ、連続して測定を実施する必要が

あります。この場合、測定精度の確保の観

点から、測定の定量下限値が管理濃度の 10

分の１を上回ることがないように測定時間

を確保する必要があります。 

なお、作業者が１名で１日の作業時間が

15分未満の場合、Ｄ測定の測定時間である

15分間を満たさないため、個人サンプリン

グ法は適用できず、従来の方法で作業環境

測定を実施することが必要です。 
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７ （Ｄ測定の趣旨、測定時間等） 

・Ｂ測定値はＡ測定の第１評価値（又はよ

り高いパーセンタイル値）に相当する実測

値とみなすことができる。管理区分の決定

において、Ａ測定の第１評価値が小さく算

出された場合に、第１評価値に相当するＢ

測定値でＡ測定の評価が補完されている。

しかし、Ｃ測定とＤ測定の試料採取時間は

大きく異なるので、Ｄ測定値をＣ測定の第

１評価値（又はより高いパーセンタイル

値）に相当する実測値とみなすことは難し

く、Ｄ測定値でＣ測定の評価を補完するこ

とはできない。 

・Ｄ測定のサンプリング時間である 15分

間を、Ｂ測定のサンプリング時間と同様 10

分間にしない理由はなにか。同じ 10分間

でもよいのではないか。 

・連日行う作業で１日の作業時間が 15分

未満の場合でも、個人サンプリング法を選

択してもよいとしてほしい。あるいは作業

していない時間も含めて 15分とするの

か。 

・「試料空気の採取等の時間は、15分間と

すること。」の表記では、連続した 15分

間の測定を行わないことが考えられる。継

続した 15分の時間であることとを示す表

記とされては、いかがか。 

５ （Ｄ測定の趣旨、測定時間等） 

Ｂ測定は、Ａ測定の結果を評価するだけ

では労働者の有害物質への大きなばく露を

受ける可能性を見逃すおそれのある作業が

存在する場合に、有害物質の発生源に近接

する場所における作業において測定を行う

ものです。このため、Ｂ測定値の評価は、

Ａ測定値とは独立に、Ｂ測定値の最大値と

管理濃度の１倍及び 1.5倍の値を比較して

行われます。 

なお、この管理濃度の 1.5倍という値

は、Ｂ測定の基準値として、ばく露限度の

天井値（Ｔｃ）を下回る値となる趣旨から

設けられたものです（※）。Ｄ測定も同様の

趣旨で行うものです。 

Ｄ測定の試料採取時間は、米国の専門機

関であるＡＣＧＩＨが提案した短時間ばく

露限度（ＳＴＥＬ）の限度時間（15分間）

を踏まえて決定されたものです。なお、Ｄ

測定の試料採取時間については、連続した

15分間とする必要があります。この点につ

いては、施行通達で明確にする予定です。 

作業者が１名で１日の作業時間が 15分未

満の場合、Ｄ測定の測定時間である 15分間

を満たさないため、個人サンプリング法は

適用できず、従来の方法で作業環境測定を

実施することが必要です。 

 

※「作業場における気中有害物質の規制の

あり方についての検討結果（第１次報告

書）」（作業場の気中有害物質の濃度管理

基準に関する専門家会議 昭和 54年 12

月 20日） 
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８ （発散源の場所が一定しない作業） 

・「個人サンプリング」により行う測定の

対象として挙げられた「塗装作業等有機溶

剤等の発散源の場所が一定しない作業」

は、大学における有機合成等の実験作業に

関わる可能性が考えられるが、大学のよう

な多様で個別な作業が行われる現場での本

法の適用について、是非を伺いたい。 

・「法令で定める特定の作業場における測

定」として、当初予定されていた「溶接業

務」が省かれたのはなぜか。溶接業務は通

常のＢ測定では、作業者のすぐ近くまで接

近することが難しく、個人サンプラーを使

用した測定が向いている。 

２ （発散源の場所が一定しない作業） 

 「発散源の場所が一定しない作業」に

は、吹付け塗装作業のように、発散源が作

業者とともに移動し、発散源と作業者との

間に測定点を置くことが困難な作業が含ま

れます。個別具体的な作業がこれに該当す

るかどうか判断に迷う場合は、お近くの労

働基準監督署にご相談下さい。 

 なお、溶接ヒューム等に対するばく露防

止措置については、現在、専門家による検

討会（※）で検討を行っています。 

 

※ 化学物質による労働者の健康障害防止措

置に係る検討会 

９ （特別有機溶剤） 

・塗装作業に係る個人サンプラーを用いた

測定について、低管理濃度特定化学物質に

限らず、有機溶剤中毒予防規則の測定にも

利用可能と解釈するが、塗料に含まれるエ

チルベンゼン、メチルイソブチルケトン等

特別有機溶剤は、低管理濃度特定物質に含

まれていない。このエチルベンゼン等が

１％を超えて含有されている場合、Ｃ測定

の結果を測定結果として用いてよいか。そ

れとも従来の作業環境測定（Ａ、Ｂ測定）

を別に行わなければならないのか。 

１ （特別有機溶剤） 

個人サンプリング法の対象となる「有機

溶剤等等に係る測定のうち、塗装作業等有

機溶剤等の発散源の場所が一定しない作

業」における「有機溶剤等」は、有機溶剤

及び特別有機溶剤を指します。 

10 （相対濃度指示方法による測定） 

吸入性粉じんについて個人サンプラーを

使用して作業環境測定を行う場合において

相対濃度法（小型のデジタル粉じん計の使

用）をＣ、Ｄ測定の測定基準の１つとして

検討していただけないか。 

２ （相対濃度指示方法による測定） 

 今回の改正における個人サンプリング法

の対象となる作業場における作業環境測定

では、従来、測定精度の確保の観点から、

デジタル粉じん計を用いた相対濃度指示方

法による測定は認められていません。 

11 （パッシブ型試料採取器） 

・有機溶剤等に係る測定で、試料採取器と

してパッシブ型のサンプラーによる試料採

取を行った場合には、アクティブ型のサン

プラーによる試料採取と比べ、低濃度とな

ることが多いことから、有機溶剤等のサン

３ （パッシブ型試料採取器） 

 固体捕集方法が認められている物質に対

する測定においては、パッシブ型の固体捕

集方法による試料採取機器を使用する場合

は、メーカーの定める注意事項等を遵守し
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プリング方法については、アクティブ型の

サンプラーと明記する方がいいのではない

か。 

て測定すれば、十分な精度を有する測定が

可能であると認識しています。 

12 （従来の測定と個人サンプリング法の混

合） 

・作業者に近接してのＢ測定が難しい場

合、Ａ測定とＤ測定の組み合わせによる評

価が可能であれば、発生源に近接した作業

におけるばく露の評価に有効ではないか。

このように、これまでの作業環境測定と個

人サンプリングの組み合わせによる評価は

可能か。 

・Ａ測定の代替えとして、Ｃ測定を行うこ

とはできるか。 

・Ｂ測定の代替えとして、Ｄ測定を行うこ

とはできるか。 

・Ａ、Ｂ測定の代わりにＣ,Ｂ測定又はＡ,

Ｄ測定は可能か。 

３ （従来の測定と個人サンプリング法の混

合） 

法令上、Ａ測定は、単独で実施するか、

Ｂ測定と組み合わせて実施し、Ｃ測定は、

単独で実施するか、Ｄ測定を組み合わせて

実施しなければなりません。このため、例

えば、Ａ測定とＤ測定を組み合わせること

は認められません。 

なお、Ｂ測定については、個人サンプラ

ーを用いて実施することは差し支えありま

せん。 

13 （個人サンプリング法で採取した試料の分

析） 

・有機溶剤, 特別有機溶剤についてＣＤ測

定を行う場合、評価を混合溶剤として行う

のか、物質ごとに行うのか、あるいは両方

行うのか。 

１ （個人サンプリング法で採取した試料の分

析） 

 Ｃ測定及びＤ測定を行った場合は、Ａ測

定及びＢ測定を行った場合と同様の方法に

より、第一管理区分から第三管理区分まで

に区分することとしています。 

14 （個人サンプリング法の測定値の評価） 

・現行のＡ測定の計算では連続２日間測定

の日間変動を加味し、１日測定の場合は標

本幾何標準偏差の 90%値である 1.95を用い

ているが、この考え方を踏襲するのか。踏

襲する場合は、作業環境測定にて設定され

た数値は個人サンプラーでの評価に単純に

当てはめることが可能なのか。個人サンプ

ラーを用いたＣ測定は評価計算方法を個人

サンプラー独自のものとすべきではない

か。 

・個人サンプラーを装着して得た結果を、

現状の評価基準と同様な方法で、第１評価

値を決定することになっているが、得られ

た生の結果が、対数正規分布する可能性は

４ （個人サンプリング法の測定値の評価） 

 Ｃ測定及びＤ測定を行った場合は、Ａ測

定及びＢ測定を行った場合と同様の方法に

より、第一管理区分から第三管理区分まで

に区分することとしています。 

 評価に用いる統計処理については、Ａ測

定に係る統計処理方法を検討した際、濃度

の広い範囲にわたって得られた平均作業環

境濃度と個人サンプラーによるばく露濃度

には、よい対応関係があるとされています

（※）。これらから、Ｃ測定の測定値をＡ測

定の評価と同様の方法で評価することは可

能であると考えています。 
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殆ど考えられない。統計的にきちんと評価

したか疑問である。 

・個人サンプラーは、現行のＢ測定として

利用すべきである。 

 

 なお、Ｂ測定は、個人に装着した試料採

取機器を用いて行っても差し支えありませ

ん。 

 

※「作業場における気中有害物質の規制の

あり方についての検討結果（第１次報告

書）」作業場の気中有害物質の濃度管理基

準に関する専門家会議 昭和 54年 12月

20日 

（なお、個人サンプラーを活用した作

業環境管理のための専門家検討会の第１

回資料１－３にも同じ趣旨のデータが提

示されています。） 

15 （個人情報保護について） 

・作業者に個人サンプラーを装着して測定

を実施することは、当該作業者のばく露濃

度を測定することになり、報告書に記載す

ることは、個人情報保護法に抵触するおそ

れがあると思われる。  

 

２ （個人情報保護について） 

 個人サンプリング法による作業環境測定

は、個人ばく露測定ではありませんので、

作業環境測定結果を事業場に通知する際に

は、測定対象となる作業者については、仮

名（例：作業者Ａ）でよく、個人名を報告

書に記載する必要はありません。 

16 （その他） 

・既に作業環境測定で使用されているアル

ファベットではなく、別の文字を使用した

ほうがいいのではないか。 

１ （その他） 

現状の測定方法の略称がアルファベット

順にＡ測定及びＢ測定となっているため、

同様の考え方により、個人サンプリング法

の測定方法の略称をＣ測定及びＤ測定とし

ています。 

 


