
用      語 法、規則の別 根拠条文 参考事項（当該条文のみ定義している用語は除く。）
化学物質 安衛法 ２条
作業環境測定 安衛法 ２条
事業者 安衛法 ２条
労働災害 安衛法 ２条
労働者 安衛法 ２条 労基法９条
労働災害防止計画 安衛法 ６条
総括安全衛生管理者 安衛法 １０条
安全管理者 安衛法 １１条
衛生管理者 安衛法 １２条
産業医 安衛法 １３条
労働者の健康管理等 安衛法 １３条
作業主任者 安衛法 １４条
統括安全衛生責任者 安衛法 １５条
関係請負人 安衛法 １５条
特定事業 安衛法 １５条
特定元方事業者 安衛法 １５条 ３０条参照
元方事業者 安衛法 １５条 ２９条参照
元方安全衛生管理者 安衛法 １５条の２
店社安全衛生管理者 安衛法 １５条の３
安全衛生責任者 安衛法 １６条
安全委員会 安衛法 １７条
衛生委員会 安衛法 １８条
安全衛生委員会 安衛法 １９条
第一号の委員 安衛法 １７条
機械等 安衛法 ２０条
発注者 安衛法 ３０条
建設物等 安衛法 ３１条
請負人 安衛法 ３１条 本条及び３１条の４のみ定義
機械等貸与者 安衛法 ３３条
建築物貸与者 安衛法 ３４条
特定機械等 安衛法 ３７条
登録製造時等検査機関 安衛法 ３８条
特別特定機械等 安衛法 ３８条
製造時等検査 安衛法 ３９条
検査証 安衛法 ４０条
登録性能検査機関 安衛法 ４１条
個別検定 安衛法 ４４条
登録個別検定機関 安衛法 ４４条
外国製造者 安衛法 ４４条の２ 本条及び４４条の４のみ定義
型式検定 安衛法 ４４条の２
登録型式検定機関 安衛法 ４４条の２
検査業者 安衛法 ４５条
特定自主検査 安衛法 ４５条
検査員 安衛法 ４６条
登録申請者 安衛法 ４６条
登録 安衛法 ４６条 本条及び４６条の２，５３，５３の２第１項のみ定義
業務規程 安衛法 ４８条
電磁的記録 安衛法 ５０条
財務諸表等 安衛法 ５０条 本条及び１２３条号のみ定義
性能検査 安衛法 ５３条の３
製造者 安衛法 ５６条
安全衛生教育 安衛法 ５９条
職長教育 安衛法 ６０条
就業制限 安衛法 ６１条
作業環境測定 安衛法 ６５条
作業時間の制限 安衛法 ６５条の４
健康診断 安衛法 ６６条
深夜業 安衛法 ６６条の２
労働時間等設定改善委員会 安衛法 ６６条の５
面接指導 安衛法 ６６条の８
免許 安衛法 ７２条
教習 安衛法 ７５条
免許試験 安衛法 ７５条
試験事務 安衛法 ７５条の２
指定 安衛法 ７５条の２ 本条～７５条の１２まで定義
指定試験機関 安衛法 ７５条の２
試験事務規程 安衛法 ７５条の６ 本条及び７５条の１１のみ定義
技能講習 安衛法 ７６条
登録教習機関 安衛法 ７７条
コンサルタント試験事務 安衛法 ８３条の２
指定コンサルタント試験機関 安衛法 ８３条の２
安全衛生改善計画 安衛法 ７８条
コンサルタント 安衛法 ８５条
指定登録機関 安衛法 ８５条の２
登録事務 安衛法 ８５条の２
計画の届出 安衛法 ８８条
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用      語 法、規則の別 根拠条文 参考事項（当該条文のみ定義している用語は除く。）
届出 安衛法 ８９条 ８９の２を除く
登録製造時等検査機関等 安衛法 ９６条

アセチレン溶接装置 施行令 １条
移動式クレーン 施行令 １条 クレーンの定義は、昭４７．９．１８基発６０２号参照
ガス集合溶接装置 施行令 １条
簡易リフト 施行令 １条
建設用リフト 施行令 １条
小型圧力容器 施行令 １条
小型ボイラー 施行令 １条
ゴンドラ 施行令 １条
第一種圧力容器 施行令 １条
第二種圧力容器 施行令 １条
伝熱面積 施行令 １条
ボイラー 施行令 １条 蒸気ボイラー、温水ボイラーの定義は、昭４７．９．１８基発６０２号参照
可燃性ガス 施行令 １条
エレベーター 施行令 １条 エレベーターの定義は、昭４７．９．１８基発６０２号参照
法 施行令 ２条
型枠支保工 施行令 ６条
機械集材装置 施行令 ６条
運材索道 施行令 ６条
エックス線装置 施行令 ６条
乾燥設備 施行令 ６条
ずい道等 施行令 ６条
ずい道等の覆工 施行令 ６条
はい 施行令 ６条
つり足場 施行令 ６条
有機溶剤 施行令 ６条 本条及び令２１条１０号、２２条１項６号のみ定義
石綿等 施行令 ７条
化学設備 施行令 ９条の３ 本条及び１５条１項５号のみ定義
特定化学設備 施行令 ９条の３ 本条及び１５条１項１０号のみ定義
クレーン 施行令 １０条 クレーンの定義は、昭４７．９．１８基発６０２号参照
作業床の高さ 施行令 １０条 平２．９．２６基発５８３号参照
つり上げ荷重 施行令 １０条 デリックの定義は、昭４７．９．１８基発６０２号参照
エレベーター 施行令 １２条
ガイドレール 施行令 １２条 本条及び令１３条３項１８号のみ定義
建設用リフト 施行令 １２条 本条及び令１３条３項１９号のみ定義
積載荷重 施行令 １２条
危険物 施行令 別表１
爆発性の物 施行令 別表１
発火性の物 施行令 別表１
酸化性の物 施行令 別表１
引火性の物 施行令 別表１
可燃のガス 施行令 別表１
放射線業務 施行令 別表２
特定化学物質 施行令 別表３
鉛業務 施行令 別表４
鉛等 施行令 別表４の備考１
焼結鉱等 施行令 別表４の備考２
鉛合金 施行令 別表４の備考３
含鉛塗料 施行令 別表４の備考４
鉛装置 施行令 別表４の備考５
四アルキル鉛業務 施行令 別表５
四アルキル鉛 施行令 別表５第１号
四アルキル鉛等 施行令 別表５第４号
残さい物 施行令 別表５第５号
酸素欠乏危険場所 施行令 別表６
建設機械 施行令 別表７
整地・運搬・積込み用機械 施行令 別表７
掘削用機械 施行令 別表７
基礎工事用機械 施行令 別表７
締固め用機械 施行令 別表７
解体用機械 施行令 別表７

法 安衛則 １条
共同企業体 安衛則 １条
所轄労働基準監督署長 安衛則 ２条
化学設備 安衛則 ４条
令 安衛則 ４条
特殊化学設備 安衛則 ４条
所轄都道府県労働局長 安衛則 ４条
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用      語 法、規則の別 根拠条文 参考事項（当該条文のみ定義している用語は除く。）
指定事業場 安衛則 ４条
大学 安衛則 ５条
高等専門学校 安衛則 ５条
高等学校 安衛則 ５条
安全衛生推進者等 安衛則 １２条の３
面接指導 安衛則 １４条
労働者の健康管理等 安衛則 １４条
ボイラー則 安衛則 １６条
委員会 安衛則 ２３条
事業者 安衛則 ２４条の３ 第２章の２（２４条の３～２４条の９まで）のみ定義
機械等 安衛則 ２４条の３
ずい道等 安衛則 ２４条の６
安全装置等 安衛則 ２８条
新規化学物質 安衛則 ３４条の４ 本条から３４条の２１まで定義
動力プレス 安衛則 ３６条
アーク溶接等 安衛則 ３６条
高圧 安衛則 ３６条
特別高圧 安衛則 ３６条
低圧 安衛則 ３６条
道路 安衛則 ３６条
機械集材装置 安衛則 ３６条
ジャッキ式つり上げ機械 安衛則 ３６条
保持機構 安衛則 ３６条
高所作業車 安衛則 ３６条
小型ボイラー 安衛則 ３６条
クレーン 安衛則 ３６条
移動式クレーン 安衛則 ３６条
廃棄物の焼却施設 安衛則 ３６条 ただし、９０条５号の３を除く
粉じん則 安衛則 ３６条
産業用ロボット 安衛則 ３６条
可動範囲 安衛則 ３６条
教示等 安衛則 ３６条
石綿則 安衛則 ３６条
特別教育 安衛則 ３７条
訓練生 安衛則 ４２条
肝機能検査 安衛則 ４３条 本条及び４４条１項７号のみ定義
血中脂質検査 安衛則 ４３条 本条及び４４条１項８号のみ定義
聴力 安衛則 ４３条 本条及び４４条１項３号のみ定義
尿検査 安衛則 ４３条 本条及び４４条１項１０号のみ定義
貧血検査 安衛則 ４３条 本条及び４４条１項６号のみ定義
第４３条等の健康診断 安衛則 ５１条 本条及び５１条の２のみ定義
面接指導 安衛則 ５２条の６ 本条及び５２条の７のみ定義
手帳 安衛則 ５３条
石綿等 安衛則 ５３条
手帳所持者 安衛則 ５７条
免許 安衛則 ６２条
クレーン則 安衛則 ６４条
床上運転式クレーン 安衛則 ６４条
指定試験機関 安衛則 ６６条の３
教習 安衛則 ７５条
登録教習機関 安衛則 ７５条
特定化学設備等 安衛則 ８６条
特化則 安衛則 ８６条
認定 安衛則 ８７条の２ 本条～８７条の１０まで定義
認定事業場 安衛則 ８７条の７ 本条及び８７条の８のみ定義
運材索道 安衛則 ８９条
型わく支保工 安衛則 ８９条 なお、令６条１４号、安衛則２４２条、２４６条、２４７条は「型枠支保工」と表記されている。
建設等 安衛則 ９０条
地山の掘削 安衛則 ９０条
準耐火建築物 安衛則 ９０条 本条及び２９３条のみ定義
耐火建築物 安衛則 ９０条
埋設物等 安衛則 ９４条の２ 本条及び、第２編６章１節（３５５条～３７８条）、６３４条の２のみ定義
車両系建設機械 安衛則 ９４条の２
四アルキル則 安衛則 １００条
高圧則 安衛則 １００条
電離則 安衛則 １００条
鉛則 安衛則 １００条
有機則 安衛則 １００条
プレス等 安衛則 １３１条
検査業者 安衛則 １３５条の３
特定自主検査 安衛則 １３５条の３
安全帯 安衛則 １４２条
安全帯等 安衛則 １４２条
高速回転体 安衛則 １４９条 １４９～１５０条の２のみ定義
車両系荷役運搬機械等 安衛則 １５１条の２
構内運搬車 安衛則 １５１条の２
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用      語 法、規則の別 根拠条文 参考事項（当該条文のみ定義している用語は除く。）
貨物自動車 安衛則 １５１条の２
運行 安衛則 １５１条の２４
ショベルローダー等 安衛則 １５１条の２７
コンベヤー 安衛則 １５１条の７７
逸走等防止装置 安衛則 １５１条の７７ 本条及び１５１条の８２のみ定義
非常停止装置 安衛則 １５１条の７８ 本条及び１５１条の８２のみ定義
輸送管等 安衛則 １７１条の２ 本条～１７１条の３のみ定義
くい打機 安衛則 １７３条
くい抜機 安衛則 １７３条
控え 安衛則 １７３条 本条～１９４条の３まで定義
高所作業車を用いて作業 安衛則 １９４条の９ 本条～１９４条の１１まで定義
軌道装置 安衛則 １９５条
人車 安衛則 ２１１条
電気機関車 安衛則 ２２８条 本条～２３３条まで定義
溶融高熱物 安衛則 ２４９条
危険物 安衛則 ２５４条
爆発性の物 安衛則 ２５６条
発火性の物 安衛則 ２５６条
酸化性の物 安衛則 ２５６条
引火性の物 安衛則 ２５６条
可燃性のガス 安衛則 ２５８条
化学設備 安衛則 ２５９条 本条～２６０条まで定義
ガス等 安衛則 ２６２条 本条～２６３条まで定義
ガス溶接等の業務 安衛則 ２６３条
危険物等 安衛則 ２６９条
電気機械器具 安衛則 ２８０条
乾燥設備 安衛則 ２８７条
危険物乾燥設備 安衛則 ２８７条
アセチレン溶接装置 安衛則 ３０１条
発生器 安衛則 ３０２条
発生器室 安衛則 ３０２条
ガス集合装置 安衛則 ３０８条
ガス装置室 安衛則 ３０８条
ガス集合溶接装置 安衛則 ３１０条
発破の業務 安衛則 ３１８条
明り掘削の作業 安衛則 ３２２条
腐食性液体 安衛則 ３２６条
接触 安衛則 ３２９条 本条～３５４条まで定義
電気取扱者 安衛則 ３２９条
電動機械器具 安衛則 ３３３条 ６４９条に同一の定義があり重複している。制定時のミスか？
工作物 安衛則 ３３９条 本条～３５４条まで定義
身体等 安衛則 ３４１条
手掘り 安衛則 ３５６条 本条～３５７条まで定義
掘削面 安衛則 ３５６条
運搬機械等 安衛則 ３６４条 本条～３７８条まで定義
潜函等 安衛則 ３７７条
ずい道等の建設の作業 安衛則 ３８２条
切羽までの距離 安衛則 ３８９条の９ 本条～３８９条の１１まで定義
避難等の訓練 安衛則 ３８９条の１１
採石作業 安衛則 ３９９条
はい 安衛則 ４２７条
揚貨装置等 安衛則 ４５２条 本条～４７６条まで定義
港湾荷役作業 安衛則 ４５４条
造林等の作業 安衛則 ４８１条 本条～４８４条まで定義
木馬道 安衛則 ４８５条 （きんまみち）
雪そり 安衛則 ４９１条
雪そり道 安衛則 ４９１条
林業架線作業 安衛則 ５０７条
避難階 安衛則 ５４６条
鋼管規格 安衛則 ５６０条
つり足場 安衛則 ５６２条 本条～５７５条まで定義
手すり等 安衛則 ５６３条
幅木等 安衛則 ５６３条
作業構台 安衛則 ５７５条の２
土石流危険河川 安衛則 ５７５条の９
建設工事の作業 安衛則 ５７５条の９
ダイオキシン類 安衛則 ５９２条の２
特定元方事業者 安衛則 ６３５条
クレーン等 安衛則 ６３９条
酸欠則 安衛則 ６４０条
有機溶剤等 安衛則 ６４１条
エックス線装置 安衛則 ６４２条
元方事業者 安衛則 ６４３条の２ 本条～６４３条の６まで定義
注文者 安衛則 ６４４条
請負人 安衛則 ６４４条 本条～６６４条まで定義
電磁的記録 安衛則 ６６２条の４
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用      語 法、規則の別 根拠条文 参考事項（当該条文のみ定義している用語は除く。）
特定発注者等 安衛則 ６６２条の６ 本条～６６２条の８まで定義
機械等貸与者 安衛則 ６６６条
建築物貸与者 安衛則 ６７０条

有機溶剤 有機則 １条
令 有機則 １条
有機溶剤等 有機則 １条
第一種有機溶剤等 有機則 １条
第二種有機溶剤等 有機則 １条
第三種有機溶剤等 有機則 １条
有機溶剤業務 有機則 １条
有機溶剤等を入れたことのあるタンク 有機則 １条
屋内作業場等 有機則 ２条
タンク等の内部 有機則 ２条
有機溶剤等の許容消費量 有機則 ２条
所轄労働基準監督署長 有機則 ３条
局所排気装置 有機則 １４条 本条～１８条の３、１９条の２第２号のみ定義
全体換気装置 有機則 １５条 本条～１８条の３、１９条の２第２号のみ定義
プッシュプル型換気装置 有機則 １５条の２ １４条～１８条の３、１９条の２、３３条１項６号のみ定義
特例制御風速 有機則 １８条の３
法 有機則 ２８条の２
有機溶剤等健康診断 有機則 ３０条 本条～３０条の２のみ定義

鉛等 鉛則 １条
焼結鉱等 鉛則 １条
鉛合金 鉛則 １条
鉛化合物 鉛則 １条
令 鉛則 １条
鉛業務 鉛則 １条
所轄労働基準監督署長 鉛則 ２条
含鉛塗料 鉛則 １２条
鉛装置 鉛則 １３条
局所排気装置又は排気筒 鉛則 ２４条 本条～３１条、３４条のみ定義
全体換気装置 鉛則 ２８条 本条～５１条のみ定義
プッシュプル型換気装置 鉛則 ２９条 ２４条～３２条、３４条のみ定義
法 鉛則 ５２条の２
鉛健康診断 鉛則 ５４条 本条～５４条の２のみ定義

四アルキル鉛 四鉛則 １条
令 四鉛則 １条
加鉛ガソリン 四鉛則 １条
四アルキル鉛等 四鉛則 １条
タンク 四鉛則 １条
四アルキル鉛等業務 四鉛則 １条
装置等 四鉛則 １条
除毒剤 四鉛則 ６条
法 四鉛則 ２３条
四アルキル鉛健康診断 四鉛則 ２３条 本条～２３条の２のみ定義

第一類物質 特化則 ２条
令 特化則 ２条
第二類物質 特化則 ２条
特定第二類物質 特化則 ２条
オーラミン等 特化則 ２条
管理第二類物質 特化則 ２条
第三類物質 特化則 ２条
特定化学物質 特化則 ２条
酸化プロピレン等 ２条の２
塩素化ビフェニル等 特化則 ３条
ベリリウム等 特化則 ３条
特定第二類物質等 特化則 ４条
臭化メチル等 特化則 ５条
ベンゼン等 特化則 ５条
溶剤 特化則 ５条 本条及び３８条の１６のみ定義
所轄労働基準監督署長 特化則 ６条
局所排気装置 特化則 ７条 本条～８条１項のみ定義
アルキル水銀化合物 特化則 １１条
特定化学設備 特化則 １３条
第三類物質等 特化則 １３条 本条～２６条のみ定義
特定化学設備 特化則 １６条 本条～２６条のみ定義（ただし、２０条を除く。）
避難階 特化則 １８条
管理特定化学設備 特化則 １８条の２
百リットル 特化則 １９条 本条及び２４条第２号のみ定義
酸欠則 特化則 ２２条
石綿等 特化則 ３６条
石綿則 特化則 ３６条
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用      語 法、規則の別 根拠条文 参考事項（当該条文のみ定義している用語は除く。）
クロム酸等 特化則 ３６条
法 特化則 ３６条の２
特別管理物質 特化則 ３８条の３
取り扱う作業場 特化則 ３８条の３ 本条～３８条の４のみ定義
特定化学物質健康診断 特化則 ４０条 本条～４０条の２のみ定義
許可 特化則 ４６条
製造等禁止物質 特化則 ４６条

高圧室内業務 高圧則 １条
令 高圧則 １条
潜水業務 高圧則 １条
作業室 高圧則 １条
気閘室 高圧則 １条
圧力 高圧則 ７条
潜水作業者 高圧則 ８条
予備空気槽 高圧則 ８条
有害ガス 高圧則 １０条
安衛則 高圧則 １１条
高圧下の時間 高圧則 １５条
高圧室内作業者修正時間 高圧則 １５条
高圧室内作業者ガス圧減少時間高圧則 １５条
潜水時間 高圧則 ２７条
潜水作業者修正時間 高圧則 ２７条
潜水作業者ガス圧減少時間 高圧則 ２７条
ボンベ 高圧則 ２９条 本条及び３４条、３６条、３７条のみ定義
連絡員 高圧則 ３６条 本条～３７条のみ定義
高気圧業務 高圧則 ３８条
高気圧業務健康診断 高圧則 ３９条 本条～３９条の２のみ定義
危険物 高圧則 ４２条

電離放射線 電離則 ２条
放射線 電離則 ２条
放射性物質 電離則 ２条
放射性同位元素 電離則 ２条
放射線業務 電離則 ２条
令 電離則 ２条
除染則 電離則 ２条
事業者 電離則 ３条 ６２条を除く
管理区域 電離則 ３条
週平均濃度 電離則 ３条
放射線業務従事者 電離則 ４条
妊娠中 電離則 ６条
緊急作業 電離則 ７条
エックス線装置 電離則 １０条
特定エックス線装置 電離則 １０条
工業用等 電離則 １２条
交点間距離 電離則 １２条 本条及び１３条２項３号のみ定義
空気カーマ率 電離則 １３条
荷電粒子を加速する装置 電離則 １４条
放射線装置 電離則 １５条
放射線装置室 電離則 １５条
透過写真撮影用ガンマ線照射装置 電離則 １８条の２
放射線源送出し装置 電離則 １８条の３
伝送管 電離則 １８条の３
核原料物質 電離則 ２２条
放射線物質取扱作業室 電離則 ２２条
装具 電離則 ２６条
汚染物 電離則 ３３条
加工施設 電離則 ４１条の３ 本条及び５２条の６第１項のみ定義
再処理施設 電離則 ４１条の３ 本条及び５２条の６第１項のみ定義
使用施設等 電離則 ４１条の３ 本条及び５２条の６第１項のみ定義
核燃料物質 電離則 ４１条の３
使用済燃料 電離則 ４１条の３
汚染された物 電離則 ４１条の３
原子炉施設 電離則 ４１条の４ 本条及び５２条の７第１項のみ定義
所轄労働基準監督署長 電離則 ４３条
法 電離則 ４９条
安衛則 電離則 ５２条
電離放射線健康診断 電離則 ５７条 本条～５７条の２，５９条のみ定義
指定緊急作業 電離則 ５９条の２ 本条及び様式第３号のみ定義
指定緊急作業従事者等 電離則 ５９条の２ 本条及び様式第３号のみ定義

事業者 除染則 ２条
除染等業務従事者 ２条
電離放射線 ２条
電離則 ２条

6



用      語 法、規則の別 根拠条文 参考事項（当該条文のみ定義している用語は除く。）
事故由来放射性物質 ２条
土壌等の除染等の業務 ２条
除染特別地域等 ２条
汚染土壌等 ２条
除去土壌 ２条
廃棄物収集等業務 ２条
汚染廃棄物 ２条
除染等業務 ２条
妊娠中 ４条
除染等作業 ５条
平均空間線量率 ５条
機械等 ８条 本条及び９条２号、１９条１項のみ定義
法 １０条
所轄労働基準監督署長 １０条 本条及び１１条２項、２４条のみ定義
除染等電離放射線健康診断

酸素欠乏 酸欠則 ２条
酸素欠乏等 酸欠則 ２条
酸素欠乏症 酸欠則 ２条
硫化水素中毒 酸欠則 ２条
酸素欠乏症等 酸欠則 ２条
酸素欠乏危険作業 酸欠則 ２条
令 酸欠則 ２条
酸素欠乏危険場所 酸欠則 ２条
第一種酸素欠乏危険作業 酸欠則 ２条
第二種酸素欠乏危険作業 酸欠則 ２条
空気呼吸器等 酸欠則 ５条の２
安全帯等 酸欠則 ６条
安衛則 酸欠則 ９条
避難用具等 酸欠則 １５条
不活性気体 酸欠則 ２２条

事務所 事務所則 １条
事務作業 事務所則 １条
室 事務所則 ２条
含有率 事務所則 ３条
空気調和設備 事務所則 ５条
機械換気装置 事務所則 ５条
浮遊粉じん量 事務所則 ５条
ホルムアルデヒドの量 事務所則 ５条
燃焼器具 事務所則 ６条
建築等 事務所則 ７条の２

法 粉じん則 １条
粉じん作業 粉じん則 ２条
所轄都道府県労働局長 粉じん則 ２条
特定粉じん発生源 粉じん則 ２条
特定粉じん作業 粉じん則 ２条
所轄労働基準監督署長 粉じん則 ２条
鉱物等 粉じん則 ３条
炭素原料 粉じん則 ３条
ずい道等 粉じん則 ６条
坑内作業場 粉じん則 ６条の２ 本条～６条の３のみ定義
令 粉じん則 １７条
安衛則 粉じん則 ２２条
単位作業場所 粉じん則 ２６条

石綿等 石綿則 ２条
令 石綿則 ２条
船舶 石綿則 ３条
解体等の作業 石綿則 ３条
法 石綿則 ３条
所轄労働基準監督署長 石綿則 ５条
耐火被覆材 石綿則 ５条
石綿等の切断等の作業 石綿則 １３条 本条～１４条のみ定義
取り扱い 石綿則 １５条
安衛則 石綿則 ２７条
石綿健康診断 石綿則 ４１条 ４１条～４２条のみ定義

ボイラー ボイラー則 １条
令 ボイラー則 １条
小型ボイラー ボイラー則 １条
第一種圧力容器 ボイラー則 １条
小型圧力容器 ボイラー則 １条
第二種圧力容器 ボイラー則 １条
最高使用圧力 ボイラー則 １条
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用      語 法、規則の別 根拠条文 参考事項（当該条文のみ定義している用語は除く。）
圧力 ボイラー則 １条
燃焼ガス等 ボイラー則 ２条
ボイラー ボイラー則 ３条 本条～４８条のみ定義
所轄都道府県労働局長 ボイラー則 ３条
許可型式ボイラー ボイラー則 ３条
法 ボイラー則 ４条の２
廃熱ボイラー ボイラー則 ４条の２ 本条及び２４条第２項第２号のみ定義
特定廃熱ボイラー ボイラー則 ４条の２
登録製造時等検査機関 ボイラー則 ５条
構造検査 ボイラー則 ５条 本条～４８条のみ定義
構造検査実施者 ボイラー則 ５条
安全弁 ボイラー則 ６条 本条～４８条のみ定義
逃がし弁 ボイラー則 ６条 本条～４８条のみ定義
附属設備 ボイラー則 ７条 本条～４８条のみ定義
溶接検査 ボイラー則 ７条 本条～４８条のみ定義
溶接検査実施者 ボイラー則 ７条
特別ボイラー溶接士 ボイラー則 ９条
普通ボイラー溶接士 ボイラー則 ９条
所轄労働基準監督署長 ボイラー則 １０条
安衛則 ボイラー則 １０条
認定 ボイラー則 １１条
使用検査 ボイラー則 １２条 本条～４８条のみ定義
使用検査実施者 ボイラー則 １２条
落成検査 ボイラー則 １４条 本条～４８条のみ定義
ボイラー ボイラー則 １８条 本条～２２条のみ定義
ボイラー室 ボイラー則 １８条
伝熱面積 ボイラー則 １８条
ボイラー技士 ボイラー則 ２３条
特級ボイラー技士 ボイラー則 ２４条
一級ボイラー技士 ボイラー則 ２４条
二級ボイラー技士 ボイラー則 ２４条
ボイラー整備士 ボイラー則 ３５条
性能検査 ボイラー則 ３８条
登録性能検査機関 ボイラー則 ３８条
変更検査 ボイラー則 ４２条 本条～４８条のみ定義
使用再開検査 ボイラー則 ４６条 本条～４８条のみ定義
第一種圧力容器 ボイラー則 ４９条 本条～８３条のみ定義
許可型式第一種圧力容器 ボイラー則 ４９条
構造検査 ボイラー則 ５１条 本条～８３条のみ定義
安全弁 ボイラー則 ５２条 本条～９０条のみ定義
溶接検査 ボイラー則 ５３条 本条～８３条のみ定義
使用検査 ボイラー則 ５７条 本条～８３条のみ定義
落成検査 ボイラー則 ５９条 本条～８３条のみ定義
化学設備 ボイラー則 ６２条
変更検査 ボイラー則 ７７条 本条～８３条のみ定義
使用再開検査 ボイラー則 ８１条 本条～８３条のみ定義
大学 ボイラー則 101条
高等専門学校 ボイラー則 101条
高等学校 ボイラー則 101条
指定試験機関 ボイラー則 １１１条

移動式クレーン クレーン則 １条
令 クレーン則 １条
建設用リフト クレーン則 １条
簡易リフト クレーン則 １条
つり上げ荷重 クレーン則 １条
積載荷重 クレーン則 １条
定格荷重 クレーン則 １条
クレーン クレーン則 １条
ジブクレーン クレーン則 １条
定格速度 クレーン則 １条
クレーン クレーン則 ３条 本条～１０条、１６条、１７条、４０条～５２条のみ定義
所轄都道府県労働局長 クレーン則 ３条
許可型式クレーン クレーン則 ３条 本条～５２条のみ定義
法 クレーン則 ５条
所轄労働基準監督署長 クレーン則 ５条
安衛則 クレーン則 ５条
落成検査 クレーン則 ６条 本条～１５条
認定 クレーン則 ６条
厚生労働大臣の定める基準 クレーン則 １７条
負荷条件 クレーン則 １７条の２
外れ止め装置 クレーン則 20条の２
床上操作式クレーン クレーン則 ２２条
安全帯等 クレーン則 ２７条
ワイヤーロープ等 クレーン則 ２９条 本条～１１５条のみ定義
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用      語 法、規則の別 根拠条文 参考事項（当該条文のみ定義している用語は除く。）
性能検査 クレーン則 ４０条
登録性能検査機関 クレーン則 ４３条
変更検査 クレーン則 ４５条 本条～５２条のみ定義
使用再開検査 クレーン則 ４９条 本条～５２条のみ定義
移動式クレーン クレーン則 ５３条 本条～６１条、６３条、６４条、８１条～９３条まで定義
許可型式移動式クレーン クレーン則 ５３条 本条、５４条のみ定義
製造検査 クレーン則 ５５条 本条～６２条のみ定義
使用検査 クレーン則 ５７条 本条～６２条のみ定義
小型移動式クレーン クレーン則 ６８条
変更検査 クレーン則 ８６条 本条～９３条のみ定義
使用再開検査 クレーン則 ９０条 本条～９３条のみ定義
デリック クレーン則 ９４条 本条～１００条、１０３条、１０４条、１２５条～１３７条のみ定義
許可型式デリック クレーン則 ９４条 本条、９５条のみ定義
落成検査 クレーン則 ９７条 本条～１０２条のみ定義
変更検査 クレーン則 １３０条 本条～１３７条のみ定義
使用再開検査 クレーン則 １３４条 本条～１３７条のみ定義
エレベーター クレーン則 １３８条 本条～１４４条、１４７条、１４８条、１５９条～１７１条のみ定義
許可型式エレベーター クレーン則 １３８条 本条、１３９条のみ定義
落成検査 クレーン則 １４１条 本条～１４６条のみ定義
変更検査 クレーン則 １６４条 本条～１７１条のみ定義
使用再開検査 クレーン則 １６８条 本条～１７１条のみ定義
建設用リフト クレーン則 １７２条 本条～１７８条、１８０条、１８１条、１９７条～２０１条のみ定義
許可型式建設用リフト クレーン則 １７２条 本条、１７３条のみ定義
落成検査 クレーン則 １７５条 本条～１７９条のみ定義
変更検査 クレーン則 １９８条 本条～２０１条のみ定義
能開法 クレーン則 ２２１条
能開法規則 クレーン則 ２２１条
床上運転式クレーン クレーン則 ２２３条
鉱山 クレーン則 ２２７条
指定試験機関 クレーン則 ２２７条

ゴンドラ ゴンドラ則 １条
令 ゴンドラ則 １条
積載荷重 ゴンドラ則 １条
定格速度 ゴンドラ則 １条
許容下降速度 ゴンドラ則 １条
所轄都道府県労働局長 ゴンドラ則 ２条
許可型式ゴンドラ ゴンドラ則 ２条 本条及び３条のみ定義
法 ゴンドラ則 ４条
製造検査 ゴンドラ則 ４条
使用検査 ゴンドラ則 ６条
所轄労働基準監督署長 ゴンドラ則 ８条
安衛則 ゴンドラ則 １０条
変更検査 ゴンドラ則 ２９条
認定 ゴンドラ則 ２９条
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