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２.１ はじめに 

 電子・物理工学科における実験では、高電圧や大電流を伴う装置、大出力レーザ、Ｘ線

発生装置、真空装置、および液体窒素や液体ヘリウムなどの低温寒剤を取扱うなど危険を

伴う作業に従事することが多い。そして、電気の配線、給排水用の配管および装置部品の

機械工作などの作業や、可燃性や毒性のある化学薬品、高圧ガスを取扱う場合もある。し

たがって、実験作業中には常に事故が起こる可能性が潜んでいることを忘れてはならない。 

 

（１）一般的注意 

 実験の初心者は、その安全と防災に必要な知識をまず修得し、事故なく実験するよう心

掛ける必要がある。 

１) 機器，器具および工具は、使用前にそれらの性能と操作方法を十分に理解し、注意し

ながら大切に使う。 

２) 不審な点や理解できないことは、ささいなことであっても独断や早合点をせず十分に

理解する努力をする。 

３) 無理なスケジュールや、不良な体調では実験しない。 

４) 実験中はいうまでもなく、実験室では絶対に喫煙や飲食・飲酒をしない。 

５) 事故の対策とともに、事故発生時の処置も十分に心得ておく。 

 

（２）服装および履き物 

１) 実験をするときの服装は、普通の作業服（ジャンパーまたはつなぎの作業衣など）、

または、白衣を作業に応じて適宜着用する。回転する機械を使うときは必ず作業服を

着用し、手袋や機械に巻き込まれる可能性のあるものを着用しないこと。化学薬品類

を使うときは必ず白衣（実験衣）を着用する。 

２) 実験室での履き物は、足を保護し、滑らない靴を選び、正しく完全に履くこと。かか

とに鋲や金具のついた靴は履かない。 

３) ガスや粉塵に対するマスクおよび高温の物を見る色眼鏡は無精せずに着用する。 

 

（３）実験中の姿勢 

１) 椅子に座って実験するときは、机にまっすぐに向かい深く腰を掛け、作業に適した安

定で自然な姿勢をとるよう心がける。 

２) 椅子の高さは、足が床に平らに着くように調整し締め付けネジを十分締める。 

３) 同じ姿勢を長時間続けないこと。特定の筋群の緊張収縮が続くと“静的疲労”を起す

ので、適当に体を動かす。 
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（４）実験室の整理、整頓、清掃 

 実験室や実験台は物品が雑多に散乱しやすいので、安全に実験結果を得るためには、常

に整理、整頓、清掃を心掛けることが大切である。 

１) 机の上は広く使えるように常に整理し、引き出しの中も公私を区別して整理、整頓し

ておく。また、事務用品も何時でも直ぐ利用できるように整理しておく。 

２) 席を離れるときは、椅子を机や実験台の下へ押し込んでおく。 

３) 物品はすべて、所定の置き場所に必ず置くように心掛ける。 

４) 窓側には、採光の邪魔になるような物品を置かない。 

５) ガラス張りの棚、背の高い棚や書架などは絶対に転倒しないように設置する。 

６) 書類や物品は、机，実験台，および，棚からはみ出さないように置く。 

７) 実験室内での歩行路を定め、そこは常に安全な歩行ができるようにしておく。 

８) 実験室の消火器や消火栓、非常口や非常階段および通路出入り口等の近くには、物品

を置かないようにする。 

 

（５）実験の後始末 

１) ガス、電気、水道の後始末を忘れないこと。実験室を最後に出る人は、運転中の表示

の無いすべての実験装置や機器の電源スイッチと配電盤のスイッチ、ガスの元栓およ

び水道の蛇口の開閉状態を必ず確認するよう心がける。 

２) 薬品などで汚れた器具は、実験後必ず十分に洗浄して置いておくこと。洗っていない

器具を後日使用したとき、実験の失敗だけでなく事故を引き起こす可能性が高い。 

３) 化学薬品を廃棄するときには、廃棄物の分類に従い安全を確認して正しく捨てること。  

                       

２.２ 電気および電気機器の取り扱い  

 実験では、種々の電気機器を使用するのみならず、電気配線や電気装置の修理・製作な

ども自分で行う場合も多い。したがって、電気を安全に使うために必要な基礎知識とルー

ルを正しく理解しておく必要がある。 

  

（１）電気災害の３大原因 

 感電、漏電および加熱が電気による災害の３大原因とされている。 

 

（感 電） 

 人体は非常に電気を通しやすいだけではなく、電流に非常に弱い。交流 100V でも、通

過電気量（電流と通電時間の積）が 30mA･s を越えると致命傷になる危険がある。感電を

防止するために、以下の一般的注意を必ず厳守する必要がある。 

１) 電気装置のアースを正しく接地する。 

２) 電気機器には、濡れた手で触らない。また、電気機器に触りながら別の金属部分に接
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触しない。 

３) 配電盤のナイフスイッチのような裸の電極には注意する。特に、OFF 状態の片切りス

イッチや、コンデンサを含む直流回路の扱いには安全処置が必要である。 

４) 高電圧は、触れなくても放電により感電する危険があるので、高電圧部から十分な距

離（たとえば、20kV なら 30cm、50kVなら 1m以上）をとる。十分な知識なしで、安易

に高電圧部に触れてはならない。なお、高電圧部の周囲には安全な柵などを設ける。 

５) ゴム底の靴のような絶縁性の優れた履き物を利用する。 

６) 感電により皮膚や内部組織に火傷を負ったときには、速やかに医師の治療を受ける必

要がある。感電で自力離脱できない人を救助するときは、絶縁性の手袋や靴を着用す

るか、電源を切るなどの処置を迅速に行う。万一、失神状態になった場合は、救急医

の手配と人工呼吸や心臓マッサージ等の応急措置が必要になる。 

 

（漏 電） 

 漏電は、火災を引き起こすとともに感電の原因ともなる。漏電が起こるのは、電気機器

が絶縁不良になったり、機器の内部に湿気や埃が付着した場合である。漏電の防止には以

下のような対策が必要である。 

１） 湿気や水分がある場所には、電源盤やコンセントに漏電遮断機を設置しておく。 

２） 腐食性のガスが発生する場所には、電気機器を設置してはならない。 

３） 電気機器、特に電源部分の埃や湿気には常に注意し適宜点検する。 

４） ネジの緩んだＡＣプラグや、破損したコードおよび電流容量不足の電線による配線な

どを放置しない。ショートにより火災を起こす危険性がある。 
 

（過 熱）  

 過熱は、電気機器、コンセントおよび室内配線等で起こる。特に、600W以上の電熱器や

電気ストーブおよび 1000℃以上の電気炉などには、常に過熱の危険がある。 

１） 配線やコンセントの過熱は、定格以上の電流を流したときに起きる。コードやテーブ

ルタップの定格電流（15A）を必ず守る。 

２） 電熱器などの高温器具のコードやターミナルは、絶縁性が高温劣化するので適宜点検

する。 また、冷却水を使う場合は漏水および急激な水圧上昇に注意する。 

３） 電気炉は、停電時および再通電時にも過熱しないようにしておく必要がある。  
 

（２）電気の使用に関する基礎知識 

 種々の電気機器を扱ったり配線をするには、電気使用上の知識を習得しておく必要があ

る。 

１） 実験室の配電盤には，3 相の 200V と 100V のブレーカーが複数あり，各ブレーカーの

電圧と定格電流を確認すること。 

２） 配電盤のブレーカーから機器に電気配線をする場合は，必ずブレーカーを遮断してか



電子・物理工学科 

ら行うこと。 

３） 電気機器には、必ず使用電力に見合った適正な定格電流の筒型ヒューズを使う必要が

ある。 

４） 必ず適正な電流容量の電線を使用せねばならない。実験室内の配線には、平形（平行）

ビニールコード（定格電流 7A、固定配線不可）や、平型ビニール外装ケーブル（固定

配線用）や、ゴム被覆コード（電熱機器用）などを使用する。なお、床を這わせる配

線が不可避な場合は、より丈夫で電流容量も大きいキャブタイヤコード（定格電流は

普通 15〜25A程度）を使う。 

５） 電気機器は必ず正しく接地（アース）し、感電や漏電による事故を防がねばならない。

接地抵抗は、できるだけ 10Ω以下にする（配電盤のアース端子の接地抵抗は約 15Ω

である。なお、ガス管からは絶対にアースを取ってはならないし（火災の原因になる）、

水道管もアースの取れない塩ビ管の場合があるので吟味する。 

６） 実験室の配電盤から数カ所に枝分かれ配線をする場合には、途中に適宜漏電ブレーカ

ーをつける。テーブルタップの孫分岐（タコ足配線）は避ける。 

  

（３）静電気の帯電に対する安全対策 

 静電気帯電は、物質の摩擦、分割、衝突や絶縁された導体への帯電物の接近等によって

起こる。帯電電荷量が少なくても、数千から数万 Vの高電位に達すると、熱や光や音を伴

う放電を起こす。絶縁状態の人体は、3000 から 4000V に帯電する可能性があり、接地物

や導体に近づいたとき放電による電撃を受ける。また、火花放電によって可燃性や爆発性

のガスが着火する危険がある。したがって、帯電の防止、除去および中和等の対策が必要

である。ただし、漏れ抵抗（大地との間の抵抗）が百万Ω以下の物は、静電気的な接地状

態にあるとされている。 

１） 絶縁体の電荷は、接地抵抗を 100 Ω以下にしても完全には除去できない。接地により

迅速に除電するには、帯電防止剤、表面処理、または接地した金属テープなどによる

導電化が必要である。 

２） 相対湿度を約 65％にすると、水分を吸着する帯電物体の表面抵抗は十分低下する。し

かし、他の電気設備の絶縁が低下しないことを確認しておく必要がある。 

３） 除電器は、着火源にはならない程度の微弱な放電で空気をイオンすることにより、帯

電物体の電荷を中和できる。 

４） 帯電部に直接触る必要がある時には、必ず絶縁物（たとえば、塩ビのパイプ）を介し

て触る。なお、絶縁物の表面は常にきれいに保っておく。 

 

（４）強磁場に対する注意  

 磁束密度が約 2 テスラ以上の磁場を強磁場といい、核磁気共鳴装置（NMR）や電子スピ

ン共鳴装置（ESR）で利用されている。そして、超伝導型磁場では 10テスラを越えること
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もある。これらの強磁場は、大電流を使う電磁石で発生させる。 

１） 実験器具が引き込まれて電磁石に激突しないよう対策が必要である。 

２） 電子機器の磁気記憶などが消えないように注意する。 

３） 強磁場の人体への影響はまだ不明確であるが、心臓のペースメーカーを利用している

場合は絶対に近づいてはならない。 

 

２.３ 情報処理機器による健康障害の予防 

 実験のみならず勉学のあらゆる面において、キーボードのような入力装置と画像表示装

置を統合した情報処理機器の端末を使う作業（VDT作業）が不可欠となってきた。しかし、

種々の身体的・精神的障害が生じる危険性があるので、適切な取り扱いが必要である。 

  

（１）報告されている症状   

１） 視覚機能の低下（かすみ、痛み、色覚の異常、視力の低下等）および眼精疲労（頭痛、

肩こり、手足の痛み等）などの身体的障害。 

２） 意欲、集中力および記憶力の低下等の精神的障害のみならず、発作や情緒の障害等。 

  

（２）障害の予防対策    

 以上の障害を予防するためには、適切な環境での適切な作業を心掛けるとともに、視覚

検査（視力、眼圧、眼底等の検査）を定期的に受診し、異常を早く見つける必要がある。 

１） 作業室内の照明は、著しい明暗やまぶしさが生じない明るさに保つ。 

２） デイスプレイ画面の照度は500ルックス以下にし、キーボードおよび書類の照度は300

から 1000ルックスまでにする。 

３） デイスプレイに高輝度の背景が写り込まないようにする。 

４） 自然な正しい姿勢で作業するとともに、長時間の連続作業は避ける（60 分作業後 15 分

休憩）。 

 

（３）情報処理機器の安全な管理  

１） コンピュータなどの情報処理機器の放熱孔をふさいだり、水気や可燃性のものを近づ

けない。 

２） 無断で情報処理機器のケースを開けたり、内部に触れたりしてはならない。 

 

 ２.４ レーザー光による傷害防止 

 本学科では、種々のレーザー光を、実験用光源として利用することが極めて多く、レー

ザー装置を安全に正しく扱える基礎知識を習得しておく必要がある。 
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（１）レーザー光 

 レーザー光とは、特定の物質に人工的の光や放電などの強いエネルギーを与えて励起さ

せ、それがもとの状態に戻るときに発生する光を誘導放射の過程により増幅させたものを

いい、その波長は 200 nm から 1.5µm までの領域にある。また、レーザー光は電磁波とし

て波面がそろい指向性にすぐれ、エネルギー密度が高い。主なレーザーの種類を表２に示

す。 

 
                     表１ 主なレーザーの種類 

種類 波長 (µm) 
出 力 

連続 パルス 

ガスレーザー 

He–Ne 0.63 1–50 mW  
CO2 10.6 10–5000 mW ~300 J 
Ar 0.51 0.5–5 W  

 0.48 5–20 mW  
エキシマ 0.2–0.4 – ~2 J 

固体レーザー 
YAG 1.06 1-10 W ~10 J 

チタンサファイア 0.65-1.1 0.3–3 W ~1 mJ 

液体レーザー 
色素（クマリン、 

ローダミン） 
0.5–0.65 0.1–10 W ~1 mJ 

半導体レーザー GaAs 系 0.64–0.9 1–100mW  

ＤＰＳＳ(Diode 

Pumped Solid 

State)レーザー 

GaAs 系半導体レーザー

を励起光源として YAG

レーザーを発振させる 

1.06  
0.532 
0.355 
0.266 

1-10 W 
@0.532 µm 

~1 mJ 
@0.532 µm 

 
（２） レーザー光のクラス 
 JIS 規格ではレーザー光の人体に与える影響の程度に応じてクラス分けを行っている。

その大まかなクラス分けは次の通りである。 
日本工業規格 C6802「レーザ製品の安全基準」の「８．クラス分け」による。 
クラス１  出力は 0.39mW 以下。予知できる条件の下では安全なレーザー。 
クラス 1M   出力は 0.39mW 以下（波長：302.5nm～4000nm）。予知できる合理的な条件

の下で、レンズ系を用いてレーザー光を観察しなければ安全(裸眼は安全)。 
クラス２  可視光で出力は１ｍW 以下(波長：400～700nm)。瞬きなどの目の嫌悪反応に

より安全。 
クラス 2M   可視光で出力は１ｍW 以下(波長：400～700nm)。レンズ系を用いて観察する

ことがなく、瞬きなどの目の嫌悪反応ができれば安全。レーザーの放射レベ
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ルはクラス 2 と同じ。 
クラス３R  出力はクラス 2(可視光の場合)またはクラス 1(不可視光の場合)の出力の 5 倍

以下。 
クラス３B 出力は 0.5W 以下。直接または鏡面反射した光を見たり触れたりすると危険。 
クラス４  高出力（0.5W を超えるレベル）。直接または鏡面反射した光だけでなく散

乱光も危険。これらは皮膚障害、火災を発生させる危険もある。 

     
（３）人体に与える影響 
 レーザー光の波長、出力、波形などによって異なるが、皮膚と目に傷害を起こす可能性

がある。目に対しては、可視光は角膜を透過し水晶体のレンズ作用により網膜上に集光さ

れるためエネルギー密度が高くなり危険性が大きい。表２にレーザー光に露光した場合の

生体の傷害の例を示す。 
 
       表２ 過度のレーザー光に露光した場合の生体傷害       

CIE 波長域 眼 皮 膚 

紫外 C (UV-C) (100~280 nm) 角膜障害 
紅疹（日焼け）、皮膚老化の促進、

色素の増加 

紫外 B (UV-B) (280~315 nm) 角膜障害 
紅疹（日焼け）、皮膚老化の促進、

色素の増加 
紫外 A (UV-A) (315~400 nm) 角膜障害、白内障 色素の黒化、光による反応、火傷 
可視 (VISIBLE) (400~780 nm) 網膜損傷 色素の黒化、光による反応、火傷 
赤外 A (IR-A) (780~1400 nm) 網膜損傷、白内障 火傷 
赤外 B (IR-B) (1.4~3 µm) 角膜障害、白内障 火傷 

赤外 C (IR-C) (3 µm ~1 mm) 角膜障害、白内障 火傷 

* CIE （国際照明委員会）によって定義される波長範囲で、生体学的影響を記述する場合

に用いられる。 

 
（４）安全対策 
 レーザー光に対する安全対策は、主にレーザー光による眼および皮膚の損傷を予防する

ことにある。さらに、レーザー光が伝搬する光路上の可燃物による火災の発生や高圧電源

による感電の予防も忘れてはならない。 

レーザー光を用いて実験を行う場合、特に次のようなことに注意すること。 

１) 使用するレーザー光のクラスを、ラベルなどで確認すること。 
２) レーザー光の光路を、直接または鏡面反射物を通してのぞき込まない。 
３) 時計、ボールペンなど鏡面反射するものをレーザー光路に持ち込まない。 
４) 眼の保護には、直接光や鏡面反射光のみならず散乱光も眼に入れないようにする必要
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がある。そのため、使用レーザー光の波長に適した保護メガネを選択し着用する。特

に、紫外や赤外域のレーザー光は眼に見えないので、必ず保護メガネを着用すること。 
５) １mW以上のレーザー光は、吸収体か拡散反射体を用いて終端しなければならない。 

６) 皮膚の保護には、皮膚の露出を少なくし露出部分ヘのレーザー光の照射を避ける。 

７) レーザー装置を動作させるときには、共同実験者（同室者）にも声をかける。 

 

２.５ Ｘ線の取り扱い 

 Ｘ線などの放射線は、造血組織や生殖器などの細胞分裂の活発な部位で感受されやすい

のに、眼や耳等の五感では感知できない。法律では年間許容被爆の上限値として、５０ミ

リシーベルト（ｍＳｖ／年）の実効線量当量限度（自然放射線による線量の約２５倍）が

定められているが、低線量の被爆でも本人のみならず子孫への遺伝的影響のリスクもつき

まとっていることを忘れてはならない。Ｘ線を利用するには、その性質と安全な取り扱い

方およびＸ線装置に関する正確な知識を習得し、必ず使用責任者の指示を厳守しなければ

ならない。 

 

（１）体外被爆防止の３原則 

 放射線の体外被爆を防止するためには、遮蔽と距離と時間に関する原則の厳守が不可欠

である。 

１） 遮蔽物（鉛、鉄、コンクリート、プラスチックなど）を、可能な限り線源の近くに置

いて照射線量率を低減する。 

２） 線源からの距離は、できるだけ長くとる。 

３） 被爆時間は、できる限り短縮する。それには、あらかじめ手際の良い実験手順を確か

めておく必要がある。ただし、時間の短縮の前に、遮蔽と距離の対策に最善をつくす。 

  

（２）体内被爆の防止 

 密封されていない放射性同位元素（RI）を利用する場合には、体外被爆と体内被爆の両

方に対する安全対策が必要である。RIが体内へ入る経路は、呼吸器、口および皮膚（特に

傷口）である。 

１） 実験室内の空気中の蒸気や塵や飛散物を取り除く。さらに、防塵マスクなどを着用す

る。 

２） 専用の防護手袋、衣類、帽子、履き物、メガネも指示に従って着用する。 

３） RIを含む溶液をピペットで扱う必要が生じたときは、必ず専用の安全ピペッタ− を使

用する。  

 

（３） その他の一般的注意 

１） 小型のＸ線装置の利用に際しても、必ず指導者の指示に従うこと。また、周囲の人が
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被爆しないように注意する。 

２） Ｘ線を利用する者は、必ずフィルムバッジを着用して被爆線量を定期的に確認すると

ともに、健康診断も定期的に受診する。 

３） 事故や装置の異常が発生した場合は、Ｘ線の発生を直ちに停止し指示を求める。 

４） Ｘ線装置から漏洩や散乱するＸ線の完全な遮蔽は困難なので、適宜線量率を測定する。 

  

２.６ 低温寒剤の取り扱い 

 低温を得る手段には冷凍機と寒剤があるが、実験では主に寒剤が使用される。そして、

-70から-80℃のドライアイス寒剤（ドライアイスにアセトンやエタノール等の有機溶媒を

添加）および今日広く常用されている-180℃以下の低温液化ガスの場合は、かなり危険な

ので物理的性質を十分理解した上で慎重に扱わねばならない。 

 

（１）ドライアイス寒剤 

 有機溶媒の引火に対する安全対策がまず必要である。また、冷却した容器に皮膚が付着

して離せなくなり凍傷を引き起こすことがあるので注意する。 

  

（２） 低温液化ガスの危険性  

 低温液化ガスは極低温（液体窒素の沸点は 77.35K、液体ヘリウムの沸点は 4.22K）や超

高真空を得るのに広く使用されるが、取り扱いには熟練と細心の注意が必要である。 

１） 液化状態では、凍傷の危険および材料の低温脆性破壊による二次災害の可能性がある。 

２） 気化後の体積は 800から 900倍に膨張するので、空気と置換した時の酸欠による窒息

（単純窒息剤の作用）および過剰の熱による爆発的気化（蒸気爆発）等を引き起こす

危険性がある。 

３） 酸素より沸点の低い液化ガスの気化は、支燃性の強い液化酸素を抱き込み火災や爆発

を引き起こす可能性がある。 

４） 可燃性の物質に接触した液体酸素や、空気と接触した液体水素の液面には、衝撃に過

敏な爆発性混合物が形成されることを忘れてはならない。 

  

（３）低温液化ガスの取り扱い上の注意 

 液化ガスやそれらを使う機器の扱いには、熟練が必要なので初心者はまず経験者の指導

の下で経験を重ね、その後も２人以上で次のことに注意して扱うようにする。 

１） 液化ガスが皮膚や眼に直接触れないようにする。必ず、皮製手袋、保護眼鏡および保

護マスク等を着用する。 

２） 液化ガスは、必ず気化ガスを逃がせるキャップの付いた寒剤用断熱容器にいれる。液

化ガスの容器は、静かに丁寧に扱うとともに、日光の直射のない換気のよい場所にお

く。 
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３） 液化ガスを扱う実験室は、十分に換気する。また、液化ガスをはじめて実験装置へ注

入するときは、徐々に予冷しながら入れる。 

４） 液体ヘリウムの容器を使っているときは、必ず二重容器の外側に液体窒素が満たされ

ている必要がある。なお、液体ヘリウムは非常に貴重であり、その気化ガスは必ず回

収して繰り返し使用するよう義務づけられている。 

５） 液化ガスが皮膚に着いたときは直ぐ水で洗い落とし、衣服に沁み込んだときは直ぐ脱

ぐ。万一、軽い凍傷になつたときは、40℃程度の湯に浸して体温まで暖めた後、室温

で安静に保つ。重傷のときは専門医に直ぐ診てもらう。 

６） 窒息者は、直ぐに新鮮な空気の所に運び出し、人工呼吸をするとともに医師をよぶ。 

 

２.７ 高圧ガスの取り扱い 

 高圧ガスは、10気圧以上の圧力で高圧ボンベに封入されていて、圧力調整器（レギュレ

ータ）で数気圧以下に落として使用する。 

 

（１）基本的な注意 

１） 高圧ガスボンベは高温や衝撃により破裂することがある。圧力調整器を接続するバル

ブ部分はボンベの転倒により破損しやすく、急激なガス噴出が横転したボンベをロケ

ットのように飛ばす事故も起こる。また、接続部分等からのガスの漏洩によっても、

爆発、火災、中毒および窒息等の災害が起こる危険性がある。 

２） 使うガスの性質（気体比重、沸点、発火点、爆発濃度範囲等）および毒性、可燃性、

支燃性の有無を十分理解してからガスを扱う。毒性ガスは絶対に漏らさないよう特に

注意する。 

３） 毒性ガスと可燃性ガスのボンベの肩には、それぞれ「毒」または「燃」と明示され、

ボンベの色も充填ガスにより色分けされている（酸素ガスは「黒」、水素ガスは「赤」、

液化塩素は「黄色」、液化炭酸ガスは「緑色」、液化アンモニアは「白色」、その他

のガスは「灰色」）。 

４） ボンベは、必ずガスが若干残った状態で“使い終わり”とし、バルブを閉めておく。 

  

（２）高圧ボンベ取り扱い上の安全対策 

１） 実験室は、必ず十分に換気するとともに、室内換気の最も良い所に高圧ボンベをおく。

また、酸素ボンベは、水素等の可燃性ガスのボンベと隔離しておく。 

２） ボンベは、地震でも転倒しないよう壁などに固定し衝撃や熱（火気）は絶対に加えな

い。 

３） ボンベの運搬時には、必ずキャップを装着する。 

４） 圧力調整器とボンベの接続部分は、スパナを用いて十分に締め付け、せっけん水でガ

ス漏れのないことを確認する。また、ボンベのバルブの開閉前には、圧力調整器のバ
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ルブが閉じていることを確認する。なお、酸素には専用の圧力調整器や圧力計を使用

する。 

５） 圧力調整器の一次バルブは、“時計回し”で開く（Open）が、回し過ぎると内部の弁

が破損する。逆に、一次バルブを閉じる（Close）ときは、“反時計回し”である。

なお、バルブの開閉は、無理のない力で注意深くゆっくり行う。 

６） 圧力調整器に接続した配管についても、実験の前にガス漏れのないようにしておく。 

７） 水素等の可燃性ガスは、“火気厳禁”である。また、それらのガスを用いる実験装置

は、使用前後に窒素ガス等の不活性ガスで置換する。 

８） 毒性ガスを使う場合は、防毒マスクや除害剤（水酸化ナトリウムや炭酸ナトリウム

等）を用意しておく。大気中へ放出するときには、必ず完全に無害化しなければなら

ない。  

     

２.８ ガラス器具および構造の一部にガラス部品を持つ真空機器の取り扱い 

（１）ガラス器具による事故 

 ガラス器具による事故はほとんど“切り傷”と“火傷”であるが、実験中のガラス器具

の破損は、ガラス破片や薬品の飛散による大被害になる可能性が強いことを忘れてはなら

ない。 

１） ガラス管へのゴム栓のはめ込みやゴム管等の接続の際、ガラス管を折ると大けがをす

る。 

２） ガラスの破片や破損部に素手で触ったり、散らばった破片の回収が不完全だと切り傷

を負う。 

３） 加熱したガラスを冷やさず、不注意に触ると“火傷”をする。 

４） 傷のあるガラス器具は実験中に破損しやすく、特に加熱、減圧、加圧等の実験操作を

する場合は大事故を引き起こす危険性がある。 

５） アンプル等の封管の開管や、気体を溶解した溶液の入った試薬瓶等の栓抜きのとき、

適当な冷却と覆いを怠ると、噴出や爆発で内部の液体を浴びることがある。  

 

（２）ガラス器具の取り扱い上の注意 

 ガラスは割れるものである。ガラス器具の取り扱いには、使用中のみならず事前の点検

にも細心の注意が不可欠である。ガラス事故は、十分に注意さえすればほとんど防止でき

る。 

１） ガラス器具は使用前に傷の有無をよく点検し、傷のあるものは使わない。 

２） ガラス器具を急激に減圧や加圧したり、加熱や冷却してはならない。ビーカーやフラ

スコ等の肉薄容器および吸引瓶のような厚肉の容器は、特に慎重に加熱する。 

３） ガラス管にゴムやコルクの栓をするとき，および，ガラス管をゴム管に差し込むとき

は 、管に水またはアルコールやグリセリンを塗り、できるだけ接合部の近くを持っ
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て回しながら無理な力を掛けないように注意して行う。 

４） ガラス細工の際は、加熱したガラスに触らないように注意する。また、可燃性ガスの

容器は完全に排気してから加熱する。 

５） ガラス器具の破損部や飛散したガラス破片の処理には、必ず切り傷の防止対策をする。

回収した破片は、他のゴミとは別にし、指定の場所へ指示通りに廃棄する。 

  

（３）構造の一部にガラス部品を持つ真空器具の取り扱い上の注意 

 構造の一部にガラス部品を持つ真空器具を使用する実験に伴う事故は、主に真空系のガ

ラス部分の破損に起因する。 

１） 真空系のガラス管を厚肉ゴム管に差し込むときは、ガラス管を折らないように注意す

る。 

２） 真空ポンプで排気中のガラス器具には、絶対に機械的ショックを与えてはならない。 

３） ガラス製ベルジャーや、金属製ベルジャーのビューイングポートには、必ず覆いを付

けておく。 

４） 真空系の排ガスは、安全で無害な状態にして屋外へ放出する。また、製膜装置等のベ

ルジャー開放時には、オーバーフローさせた窒素ガスによる酸欠症や窒息を防ぐ注意

が不可欠である。 

 

２.９ 化学薬品の取り扱い 

 化学薬品には、危険物質（火災や爆発の恐れのある物質）と、有害物質（中毒や健康障

害を起こす恐れがある物質）があり、種々の法令による安全のための規制がなされている。

したがって、化学実験では薬品に対する周到な安全対策と適切な取り扱いが要求される。 

 

（１）基本的注意 

１） 実験の内容および手順は事前に十分理解すると共に、使用する薬品の性質を十分調べ

て事故の予防対策を整える。（参考文献例：日本化学会編“化学実験の安全指針”丸

善） 

２） 実験には白衣を着用し、保護眼鏡をかける。さらに、毒物や劇物を扱うときは、保護

手袋やマスクを適宜着用する。また、実験場所を無断で離れてはいけない。 

３） 化学薬品は所定の保管場所に収納し、使用済み薬品や空ビン等の廃棄物は指示通りに

処理･保管する。特に、混合危険物とされている化学薬品の主剤と副剤は、絶対に反

応しないようにしておく。 

４） 刺激性または有害なガスの発生する薬品を取扱う場合は、十分な換気を行える広い実

験室や排気機能を持つドラフト内で作業する。 

５） 万一事故を起こした場合は、必ず大声で応援を頼む（一人では危険である）。 
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（２）一般的な化学薬品の危険性と安全な取り扱い 

 本学科の実験でも、有毒性、発火性、引火性および爆発性などのある種々の化学薬品を

使うが、一般によく使用される薬品のみについて述べる。他の薬品の危険性と安全な扱い

方については、必ず参考文献を調べる必要がある。 

１） 酸類（硫酸、塩酸、硝酸等）およびアルカリ類（炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム

等）は、皮膚や衣服に付けないように注意する。もし、皮膚に付けたときは水で十分

洗浄し、白衣に付けたときは素早く脱ぐかハサミで切り取る。 

２） 酸やアルカリを希釈するときは、水に対してそれらを滴下する。なお、捨てる前に必

ず中和する。 

３） 半導体の処理等に用いるフッ酸（HF）では、失明や死亡事故も起こり得るので、必ず

防毒マスク、保護眼鏡および手袋を着用する。 

４） 有機溶剤やその廃液は揮発性が強いので、必ず栓付き容器に入れて使用する。なお、

その蒸気は“有毒”なので吸い込まないよう注意する。 

５） メタノール、エタノール、アセトン、ベンゼン、トルエン、キシレン等の有機溶剤は、

極めて引火しやすい“特殊引火性指定溶剤”であり、火気には十分に注意する。 

６） 有機溶剤は、火災と中毒の防止ため必ず危険物倉庫で保管し、実験室へは必要最少量

しか搬入せぬよう法令で規制されている。 

７） 有機溶剤およびその廃液は、絶対に実験室の排水口へ“たれ流し”してはならない。

なお、できるだけ回収して反復再利用するよう工夫する。実験廃棄物の処理について

は、「I-７,実験廃棄物の安全な管理と処理」も参照すること。 

８） ガラスの洗浄には、種々の市販洗浄剤（たとえば、SCAT20XS、SCAT100X 、クリーン 99NL

等）を適宜使用する。ただし、指定の希釈率（2〜5％）を守り、ゴム手袋と保護眼鏡

を着用する。万一眼に入れたときは、失明の恐れもあるので、素早く水洗して眼科医

院へ急行する。 

 

２.１０ デバイスプロセス装置の取り扱い 

 半導体プロセスの主な要素技術としては結晶成長、ウェハーの加工、不純物添加、熱酸

化、化学気相堆積(CVD)、リソグラフイーが挙げられる。さらに、材料・デバイスの評価に

は各種の計測・観察手段が用いられている。これらのどの要素技術、計測・観察装置を見

てもそこには危険性が潜んでいる。 
（１）エッチング 
 よく用いられるエッチング液を表４に示す。シリコンのウェハー作製では、エッチング

液として硝酸、フッ化水素酸および氷酢酸または水からなる混酸が用いられる。シリコン

がエッチングされる機構は HNO3 によって酸化される過程と、酸化により生じた SiO2 が

HF で除去される過程からなると考えられる。 
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Si + 4HNO3 →   SiO2 + 4NO2 + 2H2O 
SiO2 + 6HF →   H2SiF6 + 2H2O 

 
 エッチング液自体が有毒ガスを発散するが、エッチングによっても有毒ガスが発生する

ので、排気装置のついたドラフトの中で使用する。 

 
                       表 4 よく用いられるエッチング液        

半導体 エッチング成分 組成 エッチング速度 

GaAs H2SO4:H2O2:H2O 3:1:1 ~10 µm/min 
GaP HNO3:HCl:H2O 1:2:2 2~5 µm/min 
InP CH3OH, Br2 – – 

 
（２）薄膜生成 
 デバイスの作製には、金属、絶縁体、半導体などの薄膜を何層も積み重ねた多層膜を形

成する。薄膜生成にはシラン、ジメチル亜鉛、アルシンといった危険な有害ガスが最先端

の実験・研究に用いられることが多くなってきた。こうした半導体用のガスを用いて、研

究活動を継続していくためには、決して事故を起こさないことが最も重要な課題である。 
 半導体用ガスを用いたプロセスでは、事故を未然に防ぐため、常に次の諸点を鉄則にし

て実験を進めていく必要がある。 
１）有害ガスを絶対に漏らさない。 
２）有害ガスを未処理のまま排出しない。 
３）万一漏れても絶対に吸わない 

 
 研究室での実験では、短期間で学生が入れ替わるため習熟の程度が低く、事故につなが

る危険性が常につきまとっている。したがって、きめの細かな安全教育が不可欠である。

半導体プロセス関係の実験では、以下に示す一般的注意事項を最低限守る必要がある。 
１）半導体用ガスに対する基礎知識をもち、ガスの性質を十分認識した上で実験を行う。 
２）これまで報告例のない、新しい半導体用ガスを用いる場合は、必ずその安全性に関る

資料を集めてから実験を開始する。 
３）事故は、装置の立ち上げの際に起きやすい。ガスを初めて流す前に真空引きによる漏

れチェックを徹底して行うこと。特に、加圧となる部分については、慎重に漏れチェ

ックを行う必要がある。 
４）一般的には、半導体プロセスでは、バルブ操作がきわめて多いため、必ずバルブ操作

のためのマニュアルを作成すること。実験に慣れてきても、マニュアルで確認する作

業を省略してはならない。 
５）危険なガスを扱う実験は、二人以上で行うことが望まれる。特に、夜遅く一人で実験
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を行ってはならない。 
６）定期的に安全確認の作業を行うこと。特に、定期的に保守が必要な装置（たとえば排

ガス処理装置）などに関しては、必ず作業記録を残し忘れることのないようにするこ

と。 
７）緊急時に備えて定期的に訓練を行い、特に消火器ガスマスクなどはすぐに使えるよう

日頃の訓練を怠らないこと。また、担当者間で日頃から地震、火災、ガス漏れなどに

対する緊急処置を話合うことが大切である。 
 

２.１１ 工作機械の取り扱い 

 実験用の部品や試料の製作などのため、ボール盤、ハンドドリル、グラインダー、鋸盤、

旋盤、形削盤、および切断機等の工作機械をしばしば使用する。事故防止には、まず機械

の操作手順および注意事項を十分に理解し、かつ厳守する必要がある。作業中の負傷は、

手軽に操作できる機械類の場合に多い。  

 

（１）一般的な注意 

１） 作業服は、袖口や裾を巻き込まれないように絞ったものを着用する。また、安全靴、

安全帽、保護眼鏡等の着用が望ましい。なお、手袋は、巻き込まれる危険があるので、

使用しない。 

２） 工作機械に刃物や被加工物（工作物）を取り付けたり、掃除や給油するとき、または

運転中に停電したときは、必ずスイッチやクラッチを切っておく。 

３） 刃物（ドリル、バイト類）は、被加工物に適合した形状のものを選び、確実に取り付

ける。また、被加工物もしっかりと機械に固定する。 

４） ドリルやバイト類は、被加工物の材質に適合した切削速度の範囲で使用する。さらに、

適宜切削剤も使う。切削中に異常音が発生したときは、刃物類の形状や切削速度が不

適切なので修正する。 

５） チャックのハンドルは必ず使用後にすぐ外し、付けたままで作業を中断してはならな

い。 

６） 切削中に切粉を“手”で取り除いたり、惰力による回転を“手”で止めたりしてはな

らない。 

７） 溶接（電気、ガス）には資格が必要なので、必ず有資格者に依頼しなければならない。 

   

（２）各種の工作機械の注意事項 

 工作機械を安全に取り扱うためには、一般的注意のみならず、それぞれの機械に特有の

注意事項も十分に理解し正しい機械操作をする必要がある。 

１） ボール盤で穴をあけるときは、小物や薄い工作物であっても、必ずベッドにしっかり

固定する。また、頭髪が回転部分に巻き込まれないよう注意する。 



電子・物理工学科 

２） ハンドドリルは、ボール盤が使えない工作物に穴をあけるのに使用する。その際 、

ドリルは工作物に垂直に立て、貫通の瞬間に身体のバランスを崩さないよう注意する。 

３） 旋盤作業では、バイトの刃先を正しい位置に固定し、回転する工作物もチャックにし

っかり取り付け、刃物台の縦および横方向の送りや回転数の操作法を確認する。また、

刃先や機械に異常な騒音や振動が生じないように、切り込み、送りおよび回転数を選

ぶ。 

４） グラインダーの砥石車は高速回転するので、絶対にその正面に立って作業しない。受

け台と砥石面の間隔は約３mmに調整されているが、小さい工作物の際は十分に注意す

る。なお、砥石車の側面を使用してはならない。 

５） 帯鋸盤は、使用する前に十分に回転させ、鋸歯に異常がないことを確認する。なお、

小型の工作物を扱う場合は、必ず、指先を切断しない工夫が必要である。 

６） 形削盤（シェーパー）の工作物は、飛び出しやすいのでしつかり固定する。また、切

削中、工作物や削り屑には絶対に手を出してはならない。 

７） 切断機（シアーカッター）を使用する際は、指先を切断しないように注意する。また、

押さえのない切断機の場合は、工作物の跳ね上がりを防ぐよう固定する。 

８） フライス盤の刃物（フライスカッターやエンドミル）の刃を掴んで脱着する場合、負

傷しないように注意する。なお、刃物の回転方向、および工作物の送りや切り込みの

操作も必ず確認する。また、切削中、手で仕上げ面を調べたり削り屑を除去してはな

らない。 

 

２.１２ 終夜・休日実験の安全対策 

 終夜または休日に実験をする場合は、普通の時間帯での実験に対する種々の注意に加え

て、万一の事故と救急に対処するために、少なくとも同一の実験室に２人以上がいるよう

に計画し、必ず守衛室へ届け出ておくようにする。また、やむを得ず無人実験を必要とす

る場合には、機器の故障、停電、断水のみならず、火災や地震への対策を含む万全の事故

防止策が不可欠である。 

１） 停電や故障時に電気機器が安全な状態で自動停止し（たとえば、回転真空ポンプの油

溜や逆流止めの設置等）、再通電時にも起動しないようにしておく（たとえば、押し

ボタンと電磁リレーを組み合わせた停電スイッチを使用）。 

２） 電気冷蔵庫内で可燃性混合気が発生しないようにしておく。アルコールを保存する場

合は、特に注意が必要である。 

３） 恒温槽は、できるだけ空気浴または溶融塩浴を使用する。油浴が必要な場合は、難燃

性のシリコン油を使う。また、測温素子の配線、リレーの接点および加熱電流の電線

等に異常がないことを確認しておく。 

４） 冷却水による洪水を防ぐため、ゴム管が夜間の水圧上昇でも抜けないように締め具で

完全に固定する。さらに、万一のゴム管抜けや断水による冷却排水の異常停止を検出
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して、給水源と加熱用電源を同時に止める安全装置を工夫する。 

５） 可燃性ガス（水素等）や支燃性ガス（酸素等）を通す配管や連結部でガス漏れのない

ことを、必ず確認し室内空気の排気状態も点検しておく。なお、万全を期す必要があ

る場合には、ガス漏れによる配管内の圧力変化を検出してガス流を止める漏れ検知装

置を設置する。 

６） 地震によるボンベの転倒や、薬品ビン等の破損を防止する対策を確認しておく。 
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