
※Emergency Response Guidebook（緊急時応急措置指針抜粋）の活用にあたっ

ての消防・救助技術の高度化等検討会事務局（以下「事務局」という。）からの注

意 

 

① 本指針は、北米等でまとめた陸上における容器輸送の漏洩事故時の対応指針

で、流通している危険物を危険性により分類整理し、当該危険性に対応する応

急措置をまとめ、国際的標準として緊急時の応急措置に活用しているが、日本

国内の消防機関が行う活動に完全には適合しない。 

② 本指針は、「2010Emergency Response Guidebook（緊急時応急措置指針）」

の本末に掲載されている「初期隔離及び防止対策の距離表」を事務局において翻

訳したものである。この表は日本国内未翻訳。 

③ 表中のID No.及びガイド番号については、市販されている「Emergency 
Response Guidebook（緊急時応急措置指針）」を参照のこと。 

④ この表は、平成24年の北朝鮮ミサイル発射に伴う対応準備時に、消防庁から

関係都道府県庁に対し、初動時の住民避難範囲の参考資料として情報提供され

た実績がある。 
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表1の使い方 – 初期隔離と保護活動の距離 

(1) レスポンダーはあらかじめ次のことを終えておくこと。 
• ID番号と名称で物質を特定する（ID番号が見つからない場合、青い線で区切られたページの物質名

インデックスを使って番号を探す） 
• この表と併せて推奨される緊急活動を調べるため、対象となる物質の3桁のガイドを探す 
• 風の方向をメモする 

(2) （緑の線で区切られた）表1を見て事象に関連するID番号と物質名を探す。ID番号の中には、複数

の出荷品名が書かれているものもある。具体的な物質名を探す（出荷品名がわからない場合でかつ

表1に同じID番号が複数ある場合、保護活動の距離の中で最も遠い距離のデータを使う）。 
(3) 事故の流出量が小量か大量か、日中か夜間か判断する。通常、小量の流出は、小さな梱包1つ
（例：最大約208リットル（55ガロン）のドラム缶）、小さなシリンダー、または大きな梱包からの小量の

流出などである。大量流出は、大きな梱包、または多数の小さな梱包から複数流出した場合である。

日中とは陽が上ってから暮れるまでのすべての時間である。夜間とは陽が暮れてから昇るまでのす

べての時間である。 
(4) 初期隔離距離を参照する。横方向の風向きにいるすべての人に対して、流出場所から移動するよう

指示し、離れる距離はメートルかフィートで指定する。 
 
初期隔離ゾーン 

 
初期隔離距離 

 
流出 

資料８ 
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(5) 表1に示す初期保護活動距離を参照する。指定されている物質、流出範囲、日中か夜間かによって、

風下の距離（キロメートルまたはマイル）に対して考慮すべき保護活動が表1に指定されている。実用

的な目的のため、保護活動ゾーン（被ばくリスクの危害に人々がさらされる地域）は、表1に示した風

下の距離と同じ長さと幅の平方面積となっている。 
(6) 出来る範囲の初期保護活動は、流出場所から最も近い場所から開始し、風下をさけて作業を行う。

原材料が水に反応する吸入危険毒物（TIH）の物質が河川に流出した場合、有毒ガスの元は、流れ

に乗って流出地点から河口に向かってかなり長い距離進む可能性がある。 
流出防止対策を取るべく地形を図に示す（防止対策ゾーン）。流出場所は小さい円の真ん中、大きな

円は、流出付近の初期隔離ゾーンを表す。 

 
 

注1: "Factors That May Change the Protective Action Distances"（285ページ）の”Introduction To 
Green Tables – Initial Isolation And Protective Action Distances”参照。 
注2: 水反応性物質が水中に流出した場合は、表2の水と反応して有毒ガスを発生する物質を参照。 
出荷表に載っている緊急電話番号か、該当する対応機関に出来るだけ早く電話して、物質、安全上の

注意、軽減策について問い合わせる。

風上 風向き 
風下 

防止対策 
ゾーン 

風下の半分の 
距離 

風下の半分の 
距離 

風下の距離 

初期隔離 
ゾーン 

 

流出 
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表 1 – 初期隔離と防止対策の距離 

小量流出 
（小さな梱包からの流出または大きな梱包からの小量流出） 

大量流出 
（大きな梱包からの流出または多数の小さな梱包からの流出） 

ガイド   物質名 

全ての方向で 
最初の隔離 

 
メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

全方角を 
初期 
隔離 

メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

アンモニア、無水 
無水アンモニア 

三フッ化ホウ素 
三フッ化ホウ素（圧縮） 
 
一酸化炭素 
一酸化炭素（圧縮） 
 

石炭ガス 
石炭ガス（圧縮） 
 

塩素 

シアン 
シアンガス 
 
エチレンオキシド 
窒素入りエチレンオキシド 
 
フッ素 
フッ素（圧縮） 
 
臭化水素、無水 
塩化水素、無水 

アセテート（武器に利用する
場合） 
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シアン化水素酸、水溶性、シ
アン化水素を 20%以上含む 
 
シアン化水素、無水、安定化 
 
シアン化水素、安定化 

フッ化水素、無水 

硫化水素 

臭化メチル 
メチルメルカプタン 
四酸化ニ窒素 
二酸化窒素 

塩化ニトロシル 
 

CG（武器に利用する場合）

 

石油ガス 
石油ガス、圧縮 

ジホスゲン 

DP（武器に利用する場合） 
ホスゲン 
 
二酸化硫黄 

トリフルオロクロロエチレン、

安定化 
アクロレイン、安定化 

アリルアルコール 

「＋」は、特定の大気条件下で、さらに距離を取る可能性を示す 
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表 1 – 初期隔離と防止対策の距離 

小量流出 
（小さな梱包からの流出または大きな梱包からの小量流出） 

大量流出 
（大きな梱包からの流出または多数の小さな梱包からの流出） 

ガイド   物質名 

全ての方向で 
最初の隔離 

 
メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

全方角を 
初期 
隔離 

メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

エチレンクロロヒドリン 
クロトンアルデヒド 
クロトンアルデヒド、安定化 

ジメチルジクロロシラン 
（水中に流出した場合） 

1,1-ジメチルヒドラジン 
ジメチルヒドラジン、非対称 

エチルクロロギ酸エステル 

ジクロロエチルシラン 
（水中に流出した場合） 
エチレンイミン、安定化 

エチルトリクロロシラン 
（水中に流出した場合） 
 クロロギ酸メチル 

クロロメチルメチルエーテル 

メチルジクロロシラン 
（水中に流出した場合） 
 メチルヒドラジン 

メチルトリクロロシラン 
（水中に流出した場合） 
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メチルビニルケトン、安定化 
ニッケル･カルボニル 

トリクロロシラン 
（水中に流出した場合） 
 
トリメチルクロロシラン 
（水中に流出した場合） 
 
トリクロロビニルシラン 
（水中に流出した場合） 
トリクロロビニルシラン、安定

化（水中に流出した場合） 

五硫化リン、黄リンと白燐を

含まない（水中に流出した場

合） 
 
五硫化リン、黄リンと白燐を

含まない（水中に流出した場

合） 

 

リン化カルシウム 
（水中に流出した場合） 
 

亜ジチオン酸ナトリウム 
（水中に流出した場合） 
ヒドロ亜硫酸ナトリウム 
（水中に流出した場合） 
次亜硫酸ナトリウム 
（水中に流出した場合） 

リン化アルミニウム 
（水中に流出した場合） 

ペンタボラン 

「＋」は、特定の大気条件下で、さらに距離を取る可能性を示す 
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表 1 – 初期隔離と防止対策の距離 

小量流出 
（小さな梱包からの流出または大きな梱包からの小量流出） 

大量流出 
（大きな梱包からの流出または多数の小さな梱包からの流出） 

ガイド   物質名 

全ての方向で 
最初の隔離 

 
メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

全方角を 
初期 
隔離 

メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

リン酸アルミニウム･マグネシ

ウム 
（水中に流出した場合） 

亜リン酸ナトリウム 
（水中に流出した場合） 
 テトラニトロメタン 

アセトンシアノヒドリン、安定

化（水中に流出した場合） 
 MD（武器に利用する場合） 
メチルジクロロアルシン 

PD（武器に利用する場合） 
 
塩化ヒ素 
三塩化ヒ素 

 ブロモアセトン 
クロロピクリン 

クロロピクリンと臭化メチル混

合物 
臭化メチルとクロロピクリン混

合物 
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「＋」は、特定の大気条件下で、さらに距離を取る可能性を示す 

クロロピクリンと塩化メチル混

合物 
塩化メチルとクロロピクリン混

合物 
 
その他クロロピクリン混合物 
CK（武器に利用する場合） 
 
塩化シアン、安定化 

硫酸ジメチル 

臭化エチレン 
四リン酸ヘキサエチルと圧縮

ガスの混合物 

シアン化水素酸、水溶液、シ

アン化水素 20%以下 
 
シアン化水素、水溶液、シア

ン化水素 20%以下 

シアン化水素、安定（吸収）

化 
臭化エチレンと臭化メチル混

合物、液体 
臭化メチルと臭化エチレン混

合物、液体 
 
酸化窒素 
酸化窒素、圧縮 

ペルクロロメチルメルカプタン 
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表 1 – 初期隔離と防止対策の距離 

小量流出 
（小さな梱包からの流出または大きな梱包からの小量流出） 

大量流出 
（大きな梱包からの流出または多数の小さな梱包からの流出） 

ガイド   物質名 

全ての方向で 
最初の隔離 

 
メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

全方角を 
初期 
隔離 

メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

シアン化カリウム 
（水中に流出した場合） 
シアン化カリウム、固形 
（水中に流出した場合） 
 
シアン化ナトリウム 
（水中に流出した場合） 
シアン化ナトリウム、固形 
（水中に流出した場合） 
 
CA（武器に利用する場合） 

 
クロロアセトン、安定化 

CN（武器に利用する場合） 
 

アダムサイト 
（武器に利用する場合） 
DM（武器に利用する場合） 

DA（武器に利用する場合） 
 

臭化アセチル 
（水中に流出した場合） 
 
塩化アセチル 
（水中に流出した場合） 
 
アリルクロロカーボネート、 
クロロぎ酸アリル 
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「＋」は、特定の大気条件下で、さらに距離を取る可能性を示す 

アリルトリクロロシラン、安定

化（水中に流出した場合） 
 
臭化アルミニウム、無水 
（水中に流出した場合） 

 
塩化アルミニウム、無水 
（水中に流出した場合） 
 
アリルトリクロロシラン 
（水中に流出した場合） 

 
五フッ化アンチモン 
（水中に流出した場合） 

 

三フッ化臭素 
（地表に流出した場合） 
 

五フッ化臭素 
（水中に流出した場合） 
 

三塩化ホウ素 
（水中に流出した場合） 

 

五フッ化臭素 
（地表に流出した場合） 
 

三塩化ホウ素 
（地表に流出した場合） 
 

臭素 
臭素、溶解 
臭素、溶解 
（吸入危険ゾーン A） 
 
臭素、溶解 
（吸入危険ゾーン B） 
 

三フッ化臭素 
（水中に流出した場合） 
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ガイド   物質名 

表 1 – 初期隔離と防止対策の距離 

小量流出 
（小さな梱包からの流出または大きな梱包からの小量流出） 

大量流出 
（大きな梱包からの流出または多数の小さな梱包からの流出） 

全ての方向で 
最初の隔離 

 
メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

全方角を 
初期 
隔離 

メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

ブチルトリクロロシラン 
（水中に流出した場合） 

 
三フッ化塩素 

 

 塩化クロロアセチル 
（地表に流出した場合） 

 
塩化クロロアセチル 
（水中に流出した場合） 

 
クロロフェニルトリクロロシラ

ン（水中に流出した場合） 

 
クロロスルホン酸 
（地表に流出した場合） 

 
クロロスルホン酸 
（水中に流出した場合） 

 
クロロスルホン酸と三酸化硫

黄の混合物 
（地表に流出した場合） 

 
クロロスルホン酸と三酸化硫

黄の混合物 
（水中に流出した場合） 
 
クロロスルホン酸 
（地表に流出した場合） 
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「＋」は、特定の大気条件下で、さらに距離を取る可能性を示す 

クロロスルホン酸 
（地表に流出した場合） 

 クロロスルホン酸と三酸化硫

黄の混合物 
（地表に流出した場合） 

 
クロロスルホン酸と三酸化硫

黄の混合物 
（水中に流出した場合） 
 
三酸化硫黄とクロロスルホン

酸の混合物 
（地表に流出した場合） 

 
三酸化硫黄とクロロスルホン

酸の混合物 
（水中に流出した場合） 
 三酸化硫黄とクロロスルホン

酸の混合物 
（地表に流出した場合） 
 
三酸化硫黄とクロロスルホン

酸の混合物 
（水中に流出した場合） 
 
二塩化二酸化クロム 
（水中に流出した場合） 
 
シクロヘキセニルトリクロロシ

ラン（水中に流出した場合） 

 
シクロヘキシルトリクロロシラ

ン（水中に流出した場合） 
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ジクロロアセチルクロライド 
（水中に流出した場合） 

 

表 1 – 初期隔離と防止対策の距離 

小量流出 
（小さな梱包からの流出または大きな梱包からの小量流出） 

大量流出 
（大きな梱包からの流出または多数の小さな梱包からの流出） 

全ての方向で 
最初の隔離 

 
メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

全方角を 
初期 
隔離 

メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

ガイド   物質名 

ジエチルジクロロシラン 
（水中に流出した場合） 
 
ジフェニルジクロロシラン 
（水中に流出した場合） 

 
 ドデシルトリクロロシラン 
（水中に流出した場合） 
 
フルオロスルホン酸 
（水中に流出した場合） 
フルオロスルホン酸 
（水中に流出した場合） 
 
ヘキサデシルトリクロロシラ

ン（水中に流出した場合） 
 
ヘキシルトリクロロシラン 
（水中に流出した場合） 
 
ノニルトリクロロシラン 
（水中に流出した場合） 
 
オクタデシルトリクロロシラン 
（水中に流出した場合） 
 

ジクロロフェニルトリクロロシ

ラン（水中に流出した場合） 
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オクチルトリクロロシラン 
（水中に流出した場合） 

 

三臭化リン 
（水中に流出した場合） 
 
三塩化リン 
（地表に流出した場合） 
 三塩化リン 
（水中に流出した場合） 

 
オキシ塩化リン 
（地表に流出した場合） 
 
オキシ塩化リン 
（水中に流出した場合） 
 
プロピオン酸クロライド 
（水中に流出した場合） 

 
クロロプロピルトリクロロシラ

ン（水中に流出した場合） 

 
四塩化ケイ素 
（水中に流出した場合） 
 
塩化硫黄 
（地表に流出した場合） 

 塩化硫黄 
（水中に流出した場合） 
 
塩化硫黄 
（地表に流出した場合） 
 

フェニルトリクロロシラン 
（水中に流出した場合） 

 
五塩化リン 
（水中に流出した場合） 
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表 1 – 初期隔離と防止対策の距離 

小量流出 
（小さな梱包からの流出または大きな梱包からの小量流出） 

大量流出 
（大きな梱包からの流出または多数の小さな梱包からの流出） 

ガイド   物質名 

全ての方向で 
最初の隔離 

 
メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

全方角を 
初期 
隔離 

メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

塩化硫黄 
（水中に流出した場合） 
 
三酸化硫黄、安定化 
三酸化硫黄、安定化 

 硫酸、発煙性 
硫酸、発煙性、遊離三酸化

硫黄が 3%未満のもののみ） 
 
硫酸、発煙性 
硫酸、発煙性、遊離三酸化

硫黄が 3%未満のもののみ） 

塩化スルフリル 
（地表に流出した場合） 
 
塩化スルフリル 
（水中に流出した場合） 

 
塩化スルフリル 
（地表に流出した場合）） 
 

塩化チオニル 
（地表に流出した場合） 
 

塩化スルフリル 
（水中に流出した場合） 
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塩化チオニル 
（水中に流出した場合） 

 
四塩化チタン 
（地表に流出した場合） 
 四塩化チタン 
（水中に流出した場合） 

 
四フッ化ケイ素 
四フッ化ケイ素、圧縮 
 
DA（武器に利用する場合） 

エチルジクロロアルシン 

ヨウ化アセチル 
（水中に流出した場合） 
 ジボラン 
ジボラン、圧縮 

 
亜ジチオン酸カルシウム 
（水中に流出した場合） 
カルシウムハイドロサルファ

イト（水中に流出した場合） 
カルシウムハイドロサルファ

イト（水中に流出した場合） 

亜ジチオン酸カリウム 
（水中に流出した場合） 
カリウムハイドロサルファイト 
（水中に流出した場合） 
カリウムハイドロサルファイト 
（水中に流出した場合） 
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表 1 – 初期隔離と防止対策の距離 

小量流出 
（小さな梱包からの流出または大きな梱包からの小量流出） 

大量流出 
（大きな梱包からの流出または多数の小さな梱包からの流出） 

ガイド   物質名 

全ての方向で 
最初の隔離 

 
メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

全方角を 
初期 
隔離 

メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

亜ジチオン酸塩亜 
（水中に流出した場合） 
亜鉛亜ジチオン酸塩 
（水中に流出した場合） 
亜鉛亜ジチオン酸塩 
（水中に流出した場合） 

圧縮ガス、可燃性、有毒、そ

の他 
（吸引危険ゾーン A） 

圧縮ガス、可燃性、有毒、そ

の他 
（吸引危険ゾーン B） 
圧縮ガス、可燃性、有毒、そ

の他 
（吸引危険ゾーン C） 

圧縮ガス、可燃性、有毒、そ

の他 
（吸引危険ゾーン D） 
圧縮ガス、可燃性、中毒性、

その他 
（吸引危険ゾーン A） 

圧縮ガス、可燃性、中毒性、

その他 
（吸引危険ゾーン B） 
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圧縮ガス、可燃性、中毒性、

その他 
（吸引危険ゾーン C） 
圧縮ガス、可燃性、中毒性、

その他 
（吸引危険ゾーン D） 

圧縮ガス、有毒、可燃性、そ

の他 
圧縮ガス、有毒、可燃性、そ

の他 
（吸引危険ゾーン A） 
圧縮ガス、有毒、可燃性、そ

の他 
（吸引危険ゾーン B） 
圧縮ガス、有毒、可燃性、そ

の他 
（吸引危険ゾーン C） 

圧縮ガス、有毒、可燃性、そ

の他 
（吸引危険ゾーン D） 

圧縮ガス、中毒性、可燃性、

その他 
（吸引危険ゾーン B） 

圧縮ガス、中毒性、可燃性、

その他 
圧縮ガス、中毒性、可燃性、

その他 
（吸引危険ゾーン A） 

圧縮ガス、中毒性、可燃性、

その他 
（吸引危険ゾーン C） 
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表 1 – 初期隔離と防止対策の距離 

小量流出 
（小さな梱包からの流出または大きな梱包からの小量流出） 

大量流出 
（大きな梱包からの流出または多数の小さな梱包からの流出） 

ガイド   物質名 

全ての方向で 
最初の隔離 

 
メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

全方角を 
初期 
隔離 

メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

圧縮ガス、中毒性、可燃性、

その他 
（吸引危険ゾーン D） 
圧縮ガス、有毒、その他 
 
圧縮ガス、有毒、その他 
（吸引危険ゾーン A） 

圧縮ガス、有毒、その他 
（吸引危険ゾーン B） 

圧縮ガス、有毒、その他 
（吸引危険ゾーン C） 

圧縮ガス、有毒、その他 
（吸引危険ゾーン D） 

圧縮ガス、中毒性、その他 
圧縮ガス、中毒性、その他 
（吸引危険ゾーン B） 
圧縮ガス、中毒性、その他 
（吸引危険ゾーン B） 

圧縮ガス、中毒性、その他 
（吸引危険ゾーン C） 
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圧縮ガス、中毒性、その他 
（吸引危険ゾーン D） 

有機リン酸塩圧縮ガス化合物 
 
有機リン酸塩圧縮ガス含有物 
 
有機リン圧縮ガス化合物 

殺虫ガス、有毒、その他 
 
殺虫ガス、中毒性、その他 
パラチオンと圧縮ガス混合物 

四酸化ニ窒素と酸化窒素混合

物 
酸化窒素と四酸化ニ窒素混合

物 
酸化窒素と二酸化窒素混合

物 
酸化窒素と四酸化二窒素混

合物 
二酸化窒素と酸化窒素混合

物 
四酸化二窒素と酸化窒素混

合物 

プロトポルフィリン鉄 

ジアミノマグネシウム 
（水中に流出した場合） 

 
リン化マグネシウム 
（水中に流出した場合） 
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表 1 – 初期隔離と防止対策の距離 

小量流出 
（小さな梱包からの流出または大きな梱包からの小量流出） 

大量流出 
（大きな梱包からの流出または多数の小さな梱包からの流出） 

ガイド   物質名 

全ての方向で 
最初の隔離 

 
メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

全方角を 
初期 
隔離 

メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

リン化カリウム 
（水中に流出した場合） 

リン化ストロンチウム 
（水中に流出した場合） 

硝酸、発煙性、 
硝酸、赤煙 

六フッ化タングステン 

ヨウ化水素 

塩化水素、 
深冷液化されているもの 

アルシン 
SA（武器に利用する場合） 
ジクロロシラン 

二フッ化酸素 
二フッ化酸素、圧縮 

フッ化スルフリル 
フッ化スルフリル 

ゲルマニウム 

六フッ化セレン 

六フッ化テルル 
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五フッ化リン 
五フッ化リン、圧縮 

ホスフィン 
セレン化水素、無水 

硫化カルボニル 
硫化カルボニル 

クロロアセトアルデヒド 
2-クロロエタナール 

ニトロシル硫酸 
（水中に流出した場合） 
ニトロシル硫酸、液体 
（水中に流出した場合） 
ニトロシル硫酸、固体 
（水中に流出した場合） 
ニトロシル硫酸 
（水中に流出した場合） 
ニトロシル硫酸、液体 
（水中に流出した場合） 
ニトロシル硫酸、固体 

 
 
アリルアミン 
フェニルメルカプタン 

ブチリルクロリド 
（水中に流出した場合） 

1,2-ジメチルヒドラゾン 
ジメチルヒドラジン、対称 
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ブチリルクロリド 
（水中に流出した場合） 
クロロぎ酸イソプロピル 
フッ化カルボニル 
フッ化カルボニル、圧縮 

表 1 – 初期隔離と防止対策の距離 

小量流出 
（小さな梱包からの流出または大きな梱包からの小量流出） 

大量流出 
（大きな梱包からの流出または多数の小さな梱包からの流出） 

ガイド   物質名 

全ての方向で 
最初の隔離 

 
メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

全方角を 
初期 
隔離 

メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

4 フッ化硫黄 
四フッ化硫黄 

ヘキサフルオロアセトン 

三酸化窒素 
ジベンジルジクロロシラン

（水中に流出した場合） 

エチルフェニルジクロロシラン

（水中に流出した場合） 
ジクロロメチルフェニルシラン 
（水中に流出した場合） 

ピバロイルクロリド 
塩化トリクロロアセチル 
チオホスゲン 

イソチオシアン酸メチル 
イソシアン酸メチル 
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イソシアン酸エチル 
イソシアン酸プロピル 
イソシアン酸イソプロピル 
イソシアン酸 t-ブチル 

イソシアン酸 n-ブチル 
イソブチルイソシアナート 
イソシアン酸フェニル 
イソシアン酸シクロヘキシ

 
五フッ化ヨウ素 
（水中に流出した場合） 

ジケテン、安定化 

メチルクロロシラン 
五フッ化塩素 
一酸化炭素と水素混合

物、圧縮 
 
水素と一酸化炭素混合、

圧縮 

メトキシメチルイソシアナート 
オルトケイ酸メチル 
ヨウ化メチル 
ヘキサクロロシクロペンタジエン 

クロロアセトニトリル 

スチビン 
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表 1 – 初期隔離と防止対策の距離 

小量流出 
（小さな梱包からの流出または大きな梱包からの小量流出） 

大量流出 
（大きな梱包からの流出または多数の小さな梱包からの流出） 

ガイド   物質名 

全ての方向で 
最初の隔離 

 
メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

全方角を 
初期 
隔離 

メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

五臭化リン 
（水中に流出した場合） 
三臭化ホウ素 
（地表に流出した場合） 

三臭化ホウ素 
（水中に流出した場合） 
クロロギ酸 n-プロピル 

カルボノクロリド酸 1-メチルプロピル 

クロロギ酸イソブチル 

クロロギ酸 n-ブチル 

窒化リチウム 
（水中に流出した場合） 

ブザー 
（武器に利用する場合） 
BZ（武器に利用する場合） 

CS（武器に利用する場合） 

DC（武器に利用する場合） 

GA（武器に利用する場合） 

GB（武器に利用する場合） 

GD（武器に利用する場合） 
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GF（武器に利用する場合） 

H（武器に利用する場合） 
HD（武器に利用する場合） 

GF（武器に利用する場合） 
HL（武器に利用する場合） 

HN-3 
（武器に利用する場合） 

HN-2 
（武器に利用する場合） 

HN-1 
（武器に利用する場合） 

L（ルイサイト） 
（武器に利用する場合） 
ルイサイト 
（武器に利用する場合） 

マスタード 
（武器に利用する場合） 

マスタードルイサイト 
（武器に利用する場合） 

その他液体毒物 
その他液体毒物 
（吸引危険ゾーン A） 

その他液体毒物 
（吸引危険ゾーン B） 

その他液体毒物、有機 
その他液体毒物、有機 
（吸引危険ゾーン A） 

その他液体毒物、有機 
（吸引危険ゾーン B） 
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表 1 – 初期隔離と防止対策の距離 

小量流出 
（小さな梱包からの流出または大きな梱包からの小量流出） 

大量流出 
（大きな梱包からの流出または多数の小さな梱包からの流出） 

ガイド   物質名 

全ての方向で 
最初の隔離 

 
メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

全方角を 
初期 
隔離 

メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

サリン 
（武器に利用する場合） 

ソマン 
（武器に利用する場合） 

タブン 
（武器に利用する場合） 

濃縮 GD 
（武器に利用する場合） 

その他液体毒物 
その他液体毒物 
（吸入危険ゾーン A） 

その他液体毒物 
（吸入危険ゾーン B） 

その他液体毒物、有機 
その他液体毒物、有機 
（吸入危険ゾーン A） 

その他液体毒物、有機 
（吸入危険ゾーン B） 

VX（武器利用の場合） 

CX（武器利用の場合） 

クロロぎ酸エチル 
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エチルジクロロホスフィン、 
無水 

メチルジクロロホスフィン 

塩化臭素 
ジクロロエチルチオホスフィン、 
無水 

エチルホスホロジクロリダート 
その他液体毒物、腐食性 
 
その他液体毒物、腐食性 
（吸入危険ゾーン A） 

その他液体毒物、腐食性 
（吸入危険ゾーン B） 

その他液体毒物、腐食性、 
有機 
その他液体毒物、腐食性、 
有機（吸入危険ゾーン A） 

その他液体毒物、腐食性、 
有機（吸入危険ゾーン B） 

その他液体中毒物、腐食性 
その他液体中毒物、腐食性 
（吸入危険ゾーン A） 

その他液体毒物、腐食性 
（吸入危険ゾーン B） 
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表 1 – 初期隔離と防止対策の距離 

小量流出 
（小さな梱包からの流出または大きな梱包からの小量流出） 

大量流出 
（大きな梱包からの流出または多数の小さな梱包からの流出） 

ガイド   物質名 

全ての方向で 
最初の隔離 

 
メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

全方角を 
初期 
隔離 

メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

その他液体中毒物、腐食性、

有機 
その他液体中毒物、腐食性、 
有機 
（吸入危険ゾーン A） 

その他液体中毒物、腐食性、 
有機 
（吸入危険ゾーン B） 

その他液体毒物、可燃性 
 
その他液体毒物、可燃性 
（吸入危険ゾーン A） 

その他液体毒物、可燃性 
（吸入危険ゾーン B） 

その他液体毒物、可燃性、 
有機 
その他液体毒物、可燃性、 
有機（吸入危険ゾーン A） 

その他液体毒物、可燃性、 
有機 
（吸入危険ゾーン B） 
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その他液体中毒物、可燃性 
その他液体中毒物、可燃性 
（吸入危険ゾーン A） 

その他液体中毒物、可燃性 
（吸入危険ゾーン B） 

その他液体中毒物、可燃性、 
有機 
その他液体中毒物、可燃性、 
有機（吸入危険ゾーン A） 

その他液体中毒物、可燃性、 
有機（吸入危険ゾーン B） 

放射性物質、六フッ化ウラン、 
核分裂性（水中に流出した場

合） 
1%を超えるウラン 235 を含む

六フッ化ウラン、核分裂性（水

中に流出した場合） 
 

放射性物質、六フッ化ウラン、 
（水中に流出した場合） 
 
放射性物質、六フッ化ウラン、 
（水中に流出した場合） 
六フッ化ウラン、核分裂性のも

のを除く（水中に流出した場

合） 
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表 1 – 初期隔離と防止対策の距離 

小量流出 
（小さな梱包からの流出または大きな梱包からの小量流出） 

大量流出 
（大きな梱包からの流出または多数の小さな梱包からの流出） 

ガイド   物質名 

全ての方向で 
最初の隔離 

 
メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

全方角を 
初期 
隔離 

メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

その他クロロシラン、可燃性、 
腐食性 
（水中に流出した場合） 
その他クロロシラン 
（水中に流出した場合） 
 
その他クロロシラン、腐食性、

可燃性 
（水中に流出した場合） 
その他クロロシラン 
（水中に流出した場合） 
 
その他クロロシラン、腐食性 
（水中に流出した場合） 
その他クロロシラン 
（水中に流出した場合） 
 
その他クロロシラン 
（水中に流出した場合） 
その他クロロシラン、水反応

性、可燃性、腐食性 
（水中に流出した場合） 
 
2‐メチルヘプタン‐2‐チオール 
t-オクチルメルカプタン 

リン化アルミニウム殺虫剤 
（水中に流出した場合） 
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その他ハロゲン化アルキル金

属、水反応性 
（水中に流出した場合） 
その他ハロゲン化アリール金

属、水反応性 
（水中に流出した場合） 
 
ハロゲン化アルキルアルミニウ

ム（水中に流出した場合） 
ハロゲン化アルキルアルミニウ

ム、液体（水中に流出した場合） 
ハロゲン化アルキルアルミニウ

ム、液体（水中に流出した場合） 
 
トリフルオロアセチルクロリド 

メタクリロニトリル 
フッ酸化ペルクロリル 
その他液体有毒物、酸化性 
 
その他液体有毒物、酸化性 
（吸入危険ゾーン A） 
 

その他液体有毒物、酸化性 
（吸入危険ゾーン B） 
 

その他液体中毒物、酸化性 
その他液体中毒物、酸化性 
（吸入危険ゾーン A） 

その他液体中毒物、酸化性 
（吸入危険ゾーン B） 
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その他液体毒物、水反応性 
 
その他液体毒物、水反応性 
（吸入危険ゾーン A） 
 

表 1 – 初期隔離と防止対策の距離 

小量流出 
（小さな梱包からの流出または大きな梱包からの小量流出） 

大量流出 
（大きな梱包からの流出または多数の小さな梱包からの流出） 

ガイド   物質名 

全ての方向で 
最初の隔離 

 
メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

全方角を 
初期 
隔離 

メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

その他液体毒物、水反応性 
（吸入危険ゾーン B） 
 

その他液体毒物、水に触れる

と可燃性ガスを放出するもの 
 
その他液体毒物、水に触れる

と可燃性ガスを放出するもの 
（吸入危険ゾーン A） 

その他液体毒物、水に触れる

と可燃性ガスを放出するもの 
（吸入危険ゾーン B） 

その他液体中毒物、水反応性 
 
その他液体中毒物、水反応性 
（吸入危険ゾーン A） 
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その他液体中毒物、水反応性 
（吸入危険ゾーン B） 

その他液体中毒物、水に触れ

ると可燃性ガスを放出するもの 
 
その他液体中毒物、水に触れ

ると可燃性ガスを放出するもの 
（吸入危険ゾーン A） 

その他液体中毒物、水に触

れると可燃性ガスを放出する

もの 
（吸入危険ゾーン B） 

その他液化ガス、有毒、可燃

性 
その他液化ガス、有毒、可燃

性 
（吸入危険ゾーン A） 

その他液化ガス、有毒、可燃

性 
（吸入危険ゾーン B） 

その他液化ガス、有毒、可燃

性 
（吸入危険ゾーン C） 

その他液化ガス、有毒、可燃

性 
（吸入危険ゾーン D） 
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その他液化ガス、中毒性、可

燃性 
その他液化ガス、中毒性、可

燃性 
（吸入危険ゾーン A） 

表 1 – 初期隔離と防止対策の距離 

小量流出 
（小さな梱包からの流出または大きな梱包からの小量流出） 

大量流出 
（大きな梱包からの流出または多数の小さな梱包からの流出） 

ガイド   物質名 

全ての方向で 
最初の隔離 

 
メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

全方角を 
初期 
隔離 

メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

その他液化ガス、中毒性、可

燃性 
（吸入危険ゾーン B） 

その他液化ガス、中毒性、可

燃性 
（吸入危険ゾーン C） 

その他液化ガス、中毒性、可

燃性 
（吸入危険ゾーン D） 

その他液化ガス、有毒 
その他液化ガス、有毒 
（吸入危険ゾーン A） 

その他液化ガス、有毒 
（吸入危険ゾーン B） 

その他液化ガス、有毒 
（吸入危険ゾーン C） 

その他液化ガス、有毒 
（吸入危険ゾーン D） 
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その他液化ガス、中毒性 
その他液化ガス、中毒性 
（吸入危険ゾーン A） 

その他液化ガス、中毒性 
（吸入危険ゾーン B） 

その他液化ガス、中毒性 
（吸入危険ゾーン C） 

その他液化ガス、中毒性 
（吸入危険ゾーン D） 

塩化メタンスルホニル 
メタンスルホニルクロリド 

その他ニトリル、有毒、可燃性 
 
その他ニトリル、中毒性、可燃

性 

その他ニトリル、液体、有毒 
その他ニトリル、液体、中毒性 
その他ニトリル、有毒、液体 
その他ニトリル、有毒 
その他ニトリル、液体 
その他ニトリル、中毒性 
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その他有機リン殺虫剤圧縮

物、液体、有毒 
その他有機リン殺虫剤圧縮

物、液体、中毒性 
その他有機リン殺虫剤圧縮

物、有毒、液体 
その他有機リン殺虫剤圧縮

物、有毒 
その他有機リン殺虫剤圧縮

物、中毒性、液体 
その他有機リン殺虫剤圧縮

物、中毒性 

表 1 – 初期隔離と防止対策の距離 

小量流出 
（小さな梱包からの流出または大きな梱包からの小量流出） 

大量流出 
（大きな梱包からの流出または多数の小さな梱包からの流出） 

ガイド   物質名 

全ての方向で 
最初の隔離 

 
メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

全方角を 
初期 
隔離 

メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

その他有機リン殺虫剤化合

物、液体、有毒 
その他有機リン殺虫剤化合

物、液体、中毒性 
 
その他有機リン殺虫剤化合

物、液体 
その他有機リン殺虫剤化合物 

その他金属カルボニル、液体 
その他金属カルボニル 
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その他液体毒物、無機 
 
その他液体毒物、無機 
（吸入危険ゾーン A） 

その他液体毒物、無機 
（吸入危険ゾーン B） 

その他液体中毒物、無機 
その他液体中毒物、無機 
（吸入危険ゾーン A） 

その他液体中毒物、無機 
（吸入危険ゾーン B） 

その他液体毒物、腐食性、 
無機 
その他液体毒物、腐食性、 
無機 
（吸入危険ゾーン A） 

その他液体毒物、腐食性、 
無機 
（吸入危険ゾーン B） 

その他液体中毒物、腐食性、

無機 
その他液体中毒物、腐食性、

無機 
（吸入危険ゾーン A） 

その他液体中毒物、腐食性、

無機 
（吸入危険ゾーン B） 
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表 1 – 初期隔離と防止対策の距離 

小量流出 
（小さな梱包からの流出または大きな梱包からの小量流出） 

大量流出 
（大きな梱包からの流出または多数の小さな梱包からの流出） 

ガイド   物質名 

全ての方向で 
最初の隔離 

 
メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

全方角を 
初期 
隔離 

メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

シアン化水素、アルコール溶

液、濃度が 45 質量％以下の

ものに限る 

二酸化炭素とエチレンオキシ

ド混合物、エチルオキシド

45％以上のもの 
エチレンオキシドと二酸化炭

素混合物、エチルオキシド

45％以上のもの 
 
その他圧縮ガス、有毒、酸化 
 
その他圧縮ガス、有毒、酸化 
（吸入危険ゾーン A） 

その他圧縮ガス、有毒、酸化 
（吸入危険ゾーン B） 

その他圧縮ガス、有毒、酸化 
（吸入危険ゾーン C） 

その他圧縮ガス、有毒、酸化 
（吸入危険ゾーン D） 
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その他圧縮ガス、中毒性、酸

化 
その他圧縮ガス、中毒性、酸

化（吸入危険ゾーン A） 

その他圧縮ガス、中毒性、酸

化（吸入危険ゾーン B） 

その他圧縮ガス、中毒性、酸

化（吸入危険ゾーン C） 

その他圧縮ガス、中毒性、酸

化（吸入危険ゾーン D） 

その他圧縮ガス、有毒、腐食

性 
その他圧縮ガス、有毒、腐食

性（吸入危険ゾーン A） 

その他圧縮ガス、有毒、腐食

性（吸入危険ゾーン B） 

その他圧縮ガス、有毒、腐食

性（吸入危険ゾーン C） 

その他圧縮ガス、有毒、腐食

性（吸入危険ゾーン D） 
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表 1 – 初期隔離と防止対策の距離 

小量流出 
（小さな梱包からの流出または大きな梱包からの小量流出） 

大量流出 
（大きな梱包からの流出または多数の小さな梱包からの流出） 

ガイド   物質名 

全ての方向で 
最初の隔離 

 
メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

全方角を 
初期 
隔離 

メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

その他圧縮ガス、中毒性、腐

食性 
その他圧縮ガス、中毒性、腐

食性（吸入危険ゾーン A） 

その他圧縮ガス、中毒性、腐

食性（吸入危険ゾーン B） 

その他圧縮ガス、中毒性、腐

食性（吸入危険ゾーン C） 

その他圧縮ガス、中毒性、腐

食性（吸入危険ゾーン D） 

その他圧縮ガス、有毒、可燃

性、腐食性 
その他圧縮ガス、有毒、可燃

性、腐食性 
（吸入危険ゾーン A） 

その他圧縮ガス、有毒、可燃

性、腐食性 
（吸入危険ゾーン B） 
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その他圧縮ガス、有毒、可燃

性、腐食性 
（吸入危険ゾーン C） 

その他圧縮ガス、有毒、可燃

性、腐食性 
（吸入危険ゾーン D） 

その他圧縮ガス、中毒性、可

燃性、腐食性 
その他圧縮ガス、中毒性、可

燃性、腐食性 
（吸入危険ゾーン A） 

その他圧縮ガス、中毒性、可

燃性、腐食性 
（吸入危険ゾーン B） 

その他圧縮ガス、中毒性、可

燃性、腐食性 
（吸入危険ゾーン C） 

その他圧縮ガス、中毒性、可

燃性、腐食性 
（吸入危険ゾーン D） 

その他圧縮ガス、有毒、酸化、

腐食性 
その他圧縮ガス、有毒、酸化、

腐食性 
（吸入危険ゾーン A） 

その他圧縮ガス、有毒、酸化、

腐食性 
（吸入危険ゾーン B） 

その他圧縮ガス、有毒、酸化、

腐食性 
（吸入危険ゾーン C） 
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表 1 – 初期隔離と防止対策の距離 

小量流出 
（小さな梱包からの流出または大きな梱包からの小量流出） 

大量流出 
（大きな梱包からの流出または多数の小さな梱包からの流出） 

ガイド   物質名 

全ての方向で 
最初の隔離 

 
メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

全方角を 
初期 
隔離 

メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

その他圧縮ガス、有毒、酸化、

腐食性 
（吸入危険ゾーン D） 

その他圧縮ガス、中毒性、酸

化、腐食性 
その他圧縮ガス、中毒性、酸

化、腐食性 
（吸入危険ゾーン A） 

その他圧縮ガス、中毒性、酸

化、腐食性 
（吸入危険ゾーン B） 

その他圧縮ガス、中毒性、酸

化、腐食性 
（吸入危険ゾーン C） 

その他圧縮ガス、中毒性、酸

化、腐食性 
（吸入危険ゾーン D） 

その他液化ガス、有毒、酸化 
 
その他液化ガス、有毒、酸化 
（吸入危険ゾーン A） 
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その他液化ガス、有毒、酸化 
（吸入危険ゾーン B） 

その他液化ガス、有毒、酸化 
（吸入危険ゾーン C） 

その他液化ガス、有毒、酸化 
（吸入危険ゾーン D） 

その他液化ガス、中毒性、酸

化 
その他液化ガス、中毒性、酸

化 
（吸入危険ゾーン A） 

その他液化ガス、中毒性、酸

化 
（吸入危険ゾーン B） 

その他液化ガス、中毒性、酸

化 
（吸入危険ゾーン C） 

その他液化ガス、中毒性、酸

化 
（吸入危険ゾーン D） 

その他液化ガス、有毒、腐食

性 
その他液化ガス、有毒、腐食

性 
（吸入危険ゾーン A） 
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その他液化ガス、有毒、腐食

性 
（吸入危険ゾーン B） 

表 1 – 初期隔離と防止対策の距離 

小量流出 
（小さな梱包からの流出または大きな梱包からの小量流出） 

大量流出 
（大きな梱包からの流出または多数の小さな梱包からの流出） 

ガイド   物質名 

全ての方向で 
最初の隔離 

 
メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

全方角を 
初期 
隔離 

メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

その他液化ガス、有毒、腐食

性 
（吸入危険ゾーン C） 

その他液化ガス、有毒、腐食

性 
（吸入危険ゾーン D） 

その他液化ガス、中毒性、腐

食性 
その他液化ガス、中毒性、腐

食性 
（吸入危険ゾーン A） 

その他液化ガス、中毒性、腐

食性 
（吸入危険ゾーン B） 

その他液化ガス、中毒性、腐

食性 
（吸入危険ゾーン C） 

その他液化ガス、中毒性、腐

食性 
（吸入危険ゾーン D） 
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その他液化ガス、有毒、可燃

性、腐食性 
その他液化ガス、有毒、可燃

性、腐食性 
（吸入危険ゾーン A） 

その他液化ガス、有毒、可燃

性、腐食性 
（吸入危険ゾーン B） 

その他液化ガス、有毒、可燃

性、腐食性 
（吸入危険ゾーン C） 

その他液化ガス、有毒、可燃

性、腐食性 
（吸入危険ゾーン D） 

その他液化ガス、中毒性、可

燃性、腐食性 
その他液化ガス、中毒性、可

燃性、腐食性 
（吸入危険ゾーン A） 

その他液化ガス、中毒性、可

燃性、腐食性 
（吸入危険ゾーン B） 

その他液化ガス、中毒性、可

燃性、腐食性 
（吸入危険ゾーン C） 

その他液化ガス、中毒性、可

燃性、腐食性 
（吸入危険ゾーン D） 
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その他液化ガス、有毒、酸化、

腐食性 
その他液化ガス、有毒、酸化、

腐食性 
（吸入危険ゾーン A） 

その他液化ガス、有毒、酸化、

腐食性 
（吸入危険ゾーン B） 

表 1 – 初期隔離と防止対策の距離 

小量流出 
（小さな梱包からの流出または大きな梱包からの小量流出） 

大量流出 
（大きな梱包からの流出または多数の小さな梱包からの流出） 

ガイド   物質名 

全ての方向で 
最初の隔離 

 
メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

全方角を 
初期 
隔離 

メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

その他液化ガス、有毒、酸化、

腐食性 
（吸入危険ゾーン C） 

その他液化ガス、有毒、酸化、

腐食性 
（吸入危険ゾーン D） 

その他液化ガス、中毒性、酸

化、腐食性 
その他液化ガス、中毒性、酸

化、腐食性 
（吸入危険ゾーン A） 

その他液化ガス、中毒性、酸

化、腐食性 
（吸入危険ゾーン B） 
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その他液化ガス、中毒性、酸

化、腐食性 
（吸入危険ゾーン C） 

その他液化ガス、中毒性、酸

化、腐食性 
（吸入危険ゾーン D） 

アンモニア溶液、アンモニア

50%以上のもの 

その他殺虫ガス、有毒、 
可燃性 
その他殺虫ガス、有毒、 
可燃性 
（吸入危険ゾーン A） 

その他殺虫ガス、有毒、 
可燃性 
（吸入危険ゾーン B） 

その他殺虫ガス、有毒、 
可燃性 
（吸入危険ゾーン C） 

その他殺虫ガス、有毒、 
可燃性 
（吸入危険ゾーン D） 

その他殺虫ガス、中毒性、 
可燃性 
その他殺虫ガス、中毒性、 
可燃性 
（吸入危険ゾーン A） 

その他殺虫ガス、中毒性、 
可燃性 
（吸入危険ゾーン B） 
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その他殺虫ガス、有毒、 
可燃性 
（吸入危険ゾーン C） 

表 1 – 初期隔離と防止対策の距離 

小量流出 
（小さな梱包からの流出または大きな梱包からの小量流出） 

大量流出 
（大きな梱包からの流出または多数の小さな梱包からの流出） 

ガイド   物質名 

全ての方向で 
最初の隔離 

 
メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

全方角を 
初期 
隔離 

メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

その他殺虫ガス、有毒、 
可燃性 
（吸入危険ゾーン D） 

その他クロロシラン、有毒、 
腐食性（水中に流出した場合） 
 
その他クロロシラン、中毒性、 
腐食性（水中に流出した場合） 
 
その他クロロシラン、有毒、 
腐食性、可燃性 
（水中に流出した場合） 
その他クロロシラン、中毒性、 
腐食性、可燃性 
（水中に流出した場合） 
 
その他吸引すると有毒な液体 
（吸引危険ゾーン A） 
 
その他吸引すると中毒性があ

る液体 
（吸引危険ゾーン A） 
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その他吸引すると有毒な液体 
（吸引危険ゾーン B） 
 
その他吸引すると中毒性があ

る液体（吸引危険ゾーン B） 
 
その他吸引すると有毒な液

体、可燃性 
（吸引危険ゾーン A） 
その他吸引すると中毒性があ

る液体、可燃性 
（吸引危険ゾーン A） 
 その他吸引すると有毒な液

体、可燃性 
（吸引危険ゾーン B） 
その他吸引すると中毒性があ

る液体、可燃性 
（吸引危険ゾーン B） 
 その他吸引すると有毒な液

体、水反応性 
（吸引危険ゾーン A） 
その他吸引すると中毒性があ

る液体、水反応性 
（吸引危険ゾーン A） 
 
その他吸引すると有毒な液

体、水反応性 
（吸引危険ゾーン B） 
その他吸引すると中毒性があ

る液体、水反応性 
（吸引危険ゾーン B） 
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その他吸引すると有毒な液

体、酸化 
（吸引危険ゾーン A） 
その他吸引すると中毒性があ

る液体、酸化 
（吸引危険ゾーン A） 
 
その他吸引すると有毒な液

体、酸化 
（吸引危険ゾーン B） 
その他吸引すると中毒性があ

る液体、酸化 
（吸引危険ゾーン B） 
 その他吸引すると有毒な液

体、腐食性 
（吸引危険ゾーン A） 
その他吸引すると中毒性があ

る液体、腐食性 
（吸引危険ゾーン A） 
 
その他吸引すると有毒な液

体、腐食性 
（吸引危険ゾーン B） 
その他吸引すると中毒性があ

る液体、腐食性 
（吸引危険ゾーン B） 
 

表 1 – 初期隔離と防止対策の距離 

小量流出 
（小さな梱包からの流出または大きな梱包からの小量流出） 

大量流出 
（大きな梱包からの流出または多数の小さな梱包からの流出） 

ガイド   物質名 

全ての方向で 
最初の隔離 

 
メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 

全方角を 
初期 
隔離 

メートル  （フィート） 

風下にいる人を 
保護する 

日中 
キロ    （マイル） 

夜間 
キロ    （マイル） 
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