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１ 機械工学科 
 
１．１ はじめに 
 本学科で行っている研究・教育では、工作機械、電気機器、Ｘ線装置、レーザー装置、

高温装置等、多くの種類の装置を単独または組み合わせて使用するので、実験装置・安全

対策に関して幅広い知識が必要となる。個々の装置に関する注意点は後述するが、知識は

十分に持っていても、ついうっかりとか、横着な行動が原因で起る事故が考えられる。電

源スイッチの不確実な操作による事故、機械に巻き込まれる事故、更には不明瞭な発声、

あい昧な返事、わるふざけなどが原因となった事故の例を見ると、個人が危険に対する認

識をしっかり持つことがまず望まれる。以下の安全対策・注意事項を熟読し、守ることが

大切である。 
 
１）危険に対する想像力の発揮 
  確率は低くてもあらかじめ起こり得る危険を想定して、十分に予防策を講じておくこ

と。危険を予想して対処できる心構えがあれば、危険を未然に防ぐことができる。 
２）自分の安全は自分で守る。 
  機器の安全な使い方については、各自が積極的に理解するように努めること。他人を

頼りにせず、自分自身で責任を持って機械を運転するように心がける必要がある。 
３）注意力の集中 
  機械などの使用中はその使用に集中すること。雑談や、ラジオなどを聞きながらの作

業は、注意力を損なうばかりでなく、周囲の迷惑にもなる。不用意に装置から離れたり

することも事故のもとになる。感覚を鋭くして、異常の察知に努めること。 
 
１．２ 工作に関する注意事項 
（１）危険の種類と性質 
（１．１）機械そのものの運動からくる危険 
  高速で直線または回転運動する材料や工具に身体を当てることによって機械的危害

が生じ身体を損傷する。場合によっては死亡につながることもある。しかし、これは近

寄らなければ安全である。高速回転している物体、歯車、ベルトプーリなどに髪、袖、

手袋などが巻き込まれても同様な災害が生じる。 
 
（１．２）物体の破壊・飛散からくる危険 
  砥石、工具、焼き入れした鋼の試験片やセラミックスの試験片などは脆い材料なので、

ゆっくり力を加えたときでも、破壊するときは蓄えられた弾性エネルギーによって飛散

し、恐ろしい機械的災害を生じる。破壊でなくても、高速回転物の通過空間にうっかり

加工物を置き忘れてスイッチを入れると、それが飛ばされて同じ危険が生じる。 
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（１．３）重量物の落下、倒れからくる危険 
  大丈夫と思っていても、地震がきたり誤って重量物にぶつかったりすれば、それが落

ちてきたりする。これも機械的災害である。 
 
（２）作業服および保護具 
・作業服は体にあった軽快なものを用いる。袖口を閉め、上衣のすそは締めておく。大き

なポケットの無いものがよい。 
・作業服の綻びは引っかけたり、機械に巻き込まれたりするので繕っておくこと。 
・機械や動力伝達装置の付近で作業するときは、髪の毛が巻き込まれないように、特に注

意すること。頭部の傷害が起こり得る環境では安全帽を着用すること。 
・素足に下駄、サンダル、草履、スリッパなどを使用しないこと。滑りやすい履物を避け

ること。足のけがは割合多いので、ＪＩＳ規格の安全靴をはくことが望ましい。 
・ネクタイ、手ぬぐいなどを首に巻かないこと。手ぬぐいを腰にぶら下げないこと。工作

機械を扱う場では白衣は着用しないこと。いずれも機械に巻き込まれる危険性がある。 
・回転部分、高速往復部分をもつ機械を操作するときには、手袋を使用してはいけない。

機械あるいは加工物に巻き込まれる危険がある。 
・作業服は清潔にしておくこと。特に油や引火性溶剤の染み込んだ作業服は火がつきやす

く皮膚がかぶれる恐れもある。 
・引火しやすいもの、尖ったものなどをポケットにいれないこと。 
・危険が予想されるときは、それぞれの作業にあった保護具を使用すること。 
・防塵眼鏡、防塵マスク、保護面：グラインダやばり取り作業の場合に、飛散する切り屑

や粉塵、また有害薬液の飛沫が目に入ることを防止する。 
・遮光眼鏡、遮光面、皮製手袋、皮製前掛け：溶接作業のように有害光線の遮光を目的と

する。 
 
（３）整理整頓と災害防止 
 作業室の整理整頓は物品管理、作業能率のほか、災害防止にも役立つ。安全な通路は常

に確保しておかなければならない。 
・すべての物の正しい置き場所を定める。 
・使用者全員が協力して、常に最良の状態を保つように管理する。 
・機械・器具・工具の置き場所と通路とを区画する。 
・作業者が多すぎて、作業の安全や能率を阻害してはならない。 
・器具を積みすぎたり、不安定・不注意な置き方をしてはならない。 
・作業のための活動範囲にある床上、宙吊りの障害物は取り除くこと。 
・加工材料、工具などは足元に置かずに台上に置くこと。 
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（４）作業場所の選定、障壁の設置、立入禁止 
 ハンマの使用中、頭が柄から抜けて飛ぶといったような事故や、削り屑や加工物が飛ぶ

ことが予想される場合には、災害防止のため、作業場所を選択し、衝立などの障壁を設け

て安全を確保する必要がある。また、立入禁止などの表示が必要な場合もある。滑り防止

のために床を油で濡らさないことも重要である。作業前後に削り屑などを掃除して整える

ことによって危険箇所が見つけられる。 
 
（５）手作業上の注意事項 
・使用前に欠陥がないかよく点検すること。摩耗、変形、切れ味にも注目すること。 
・本来の用途以外に使用しないこと。 
・手工具の油はよく拭き取って、滑らないようにすること。 
・その工具に対する正しい方法で使用すること。また、基準となっている作業順序と動作

で使用すること。 
・ドライバ、スパナ、パイプレンチなどはネジ、ナット、パイプの大きさに応じて適当な

力が出せるような形状、寸法となっている。補助具を使うなどして過大な力を与えると、

ねじ切れたりするので注意すること。 
・レバーなども同様に普通の力で締めれば十分な力がでるように設計されている。過大な

力を入れると、レバーや機器が壊れたり、手が滑ったりして、のめってけがをすることも

ある。 
・工具、加工物の取付けは、その状態を十分確認する必要がある。特に剛性が小さく変形

し易い、また掴みにくい加工物の場合には注意がいる。適当な取付具を工夫する必要があ

る。 
・フランジなどのように多くのネジで取り付けられているときは、増し締めによって次々

に締めこんでいく。緩める場合も加工物を落とさないように注意がいる。 
・機械上の決められた場所以外のところに工具、測定具を置かない。 
・不自然な姿勢で作業すると、よろめき易く疲れ易い。 
・工具は、使用後必ず所定の場所に戻す。 
・工具箱や工具棚は良く整理して、工具の種類と数が分かるようにしておくこと。使用後、

点検し悪くなった工具や切れなくなった工具は手当をしておく。 
 
（６）機械による危険防止に対する一般基準 
 （労働安全衛生規則、第２編、安全基準から） 
・原動機、回転軸、歯車、プーリベルトなどの作業者に危険を及ぼす恐れのある部分には、

覆い、囲い、スリーブ、踏切橋を設けなければならない。 
・回転軸に回転体を取り付ける止め具は埋頭形の物を使用するか、覆いを設けること。 
・ベルトの継ぎ目には突出した止め具を使用しない。 
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・機械ごとにスイッチ、クラッチ等の動力遮断装置を設ける。 
・機械の運転開始に当たって、作業者に危険を及ぼす恐れのあるときは合図を行う。 
・加工物が切断、欠損して飛来したり、あるいは切削屑が飛来したりして作業者に危険を

及ぼす恐れのあるときは、覆いまたは囲いを設けること。あるいは、作業者に保護具を使

用させてもよい。 
・機械の掃除、給油、検査または修理の作業を行う場合、作業者に危険を及ぼす恐れのあ

るときは機械を停止して行うこと。運転中に行うときは安全な対策を講じること。機械を

停止したときは、他人が運転することを防止するため起動装置に施錠するか表示板を取り

付ける。 
・動力により駆動される機械に、作業者の頭髪または被服が巻き込まれる恐れのあるとき

は、作業者は適当な作業帽または作業服を着用しなければならない。 
・ボール盤、グラインダなど回転する刃物に作業者の手が巻き込まれる恐れのあるときは、

手袋を使用してはならない。 
 
（７）工作機械使用時の注意事項 
（７．１）機械運転・作業実施の安全対策 
（作業前の安全対策） 
・使用機械について、その機械の特徴・加工原理・作業法・取扱いに関する知識をもつこ

と。 
・静止している機械でも、勝手にハンドル、レバー、ボタンなどに触らないこと。電源を

入れたときに、思わぬところが急に動くことがある。 
・初めて使うときは指導者の実地指導を受けること。気軽に扱ってはならない。 
・作業前には必ず機械の状態を点検すること。スイッチを入れる前に、ハンドル、ボタン、

レバー位置などの操作部を調べた後、空転させてみて、駆動、回転、音などに異常の無い

ことを確認する。 
・機械の運動部分とその範囲を確認すること。どこが回転するか、往復するラムやスライ

ドが動く範囲と張り出し量を調べる。回転面内は危険であることを認識しておく。 
・安全のために取り付けてある装置や器具を勝手に外してはならない。 
・刃物・加工物は確実に取り付ける。その際、機械本体の電源あるいは実験室の電源スイ

ッチは切っておく。寸法の小さい加工物、掴みにくい加工物は特に注意して取り付けるこ

と。刃物・加工物が回転する場合には、偏心にも注意すること。 
・機械には、作業中ゆるめておくべき部分と締め付けておくべき部分がある。その状態を

確認する。なお、確認後はスパナ、レバー、ハンドルなどの締め付け工具をはずしておく

こと。これらの工具が残されたまま機械が起動すると、工具が飛散し非常に危険である。 
・「作業服および保護具」の項を守っているか確かめること。 
・部屋の中で、自分一人で作業することは避けた方がよい。 
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・体調の悪いときは使用を避けること。 
（作業中の注意事項） 

・一台の機械は、一度に一人だけで操作するのが原則である。複数で行うときは、必ず合

図をし、確認すること。 
・作業中はその作業に注意力を集中させること。 
・作業中は機械から離れないこと。やむを得ず離れるときは、工具と加工物とを離してス

イッチを切りレバーを中立にする。 
・操作は確実に行う。 
・操作中、異常を発見したときは直ちに運転を止め、指導者あるいは熟練者に連絡して措

置する。 
・びびり出したら（振動、奇音、びびりマークの発生）、作業を中止して原因を調べる。

切削条件を安定側の条件（たとえば、切削速度、切り込み量の低下、刃物・加工物の取り

付け条件の改善など）に変更する。 
・回転している物には、絶対手を触れぬこと。回転物に対しては手袋の使用は厳禁である。 
・不自然な姿勢で操作してはいけない。よろめくと危険である。また、機械にもたれ掛か

らない。  
・切削箇所を、加工中にのぞき込むことは危険である。 
・切削中、加工物や切り屑は高温になるのでやけどと切り傷に注意する。切り屑などが機

械・刃物・加工物に絡んだら、機械を止めて取り除く。 
・加工物の寸法測定は機械を止めて行う。 
・停電したときは、まずスイッチを切り、次に、ベルト・クラッチ・送り装置を中立の位

置に移す。切り込んでいる刃物は離す。 
・機械を止めるとき、惰力で回転している物を無理に止めない。特に、手足、工具、棒で

止めることは危険である。 
・切削中、刃物を切り込んだまま機械を止めず、必ず引き離してから停止させる。 
・機械上の定められた場所以外のところに工具や測定具を置いてはならない。 
 

（作業の終了・作業後の清掃） 
・作業終了後は電源の元スイッチも切ること。誰かが誤って起動ボタンを押したときの安

全対策である。 
・使用した工具その他の物は、必ず片づけて所定の場所に戻して置くこと。 
 
（７．２）旋盤作業時の注意事項 
・チャックに加工物を取り付けるときは本体の電源は切っておく。クラッチを切っておく

だけでは身体が触れたり、物が当たったりした際に、スイッチオンとなり回転する恐れが

ある。 



機械工学科 

・加工物を着脱したら、速やかにチャックハンドルは取り外しておくこと。 
・長い加工物を切削するときは振れ止めを用いる。 
・心押し台を使用しないときはベッドの端に置く。 
・バイトは、作業に支障の無い限りできるだけ短く取り付ける。バイトの取り替えは、作

業中行ってはならない。 
・作業中にのぞきこまない。必要なとき以外はできるだけ作業点から身体を遠ざけておく。 
・切り屑や切削油を飛散させないこと。飛散が激しいときは、防護カバーあるいは衝立を

使用する。 
・筆などで切削油を注油してもあまり効果はないが、やむを得ず行うときは巻き込まれな

いように注意すること。 
・荒削り面に手を触れないこと。手袋は使用してはいけない。 
・ペーパーなどをかけるときは、身構えて十分注意し巻き込まれないようにすること。 
 
（７．３）フライス盤作業時の注意事項 
・工具を取り替えるときは本体の電源を切っておく。旋盤で述べたと同様に、何かの弾み

でスイッチが入り突然回転する恐れがある。 
・機械のテーブルの上に工具、材料、加工物、布片などをのせないこと。 
・切り屑が飛散する材料の場合には、カッタ部分を囲うか保護眼鏡をかけること。 
・カッタに袖口を巻き込まれないようにすること。カッタの注油は上から行うこと。切削

中は切り屑に手を触れない。 
・切り屑は手に刺さり易いので、注意する。卦がき線を見ようとして、切り屑を指先で払

ってはいけない。必ずブラシを使うこと。 
・テーブルの早送りには特に注意すること。早送りを止めてもテーブルは動いている。 
・寸法などの測定は必ず回転を止めてから行う。 
 
（７．４）ボール盤作業時の注意事項 
・ドリルをしっかりとチャックに取り付ける。 
・ドリル先端が振れ回りをしている状態で作業をしてはならない。ドリルをつけ直すか、

取り替える。 
・良く切れるドリルを使用する。良く切れないと、押し付け力が大きくなってドリルが折

れる。 
・小物を手に持って穴あけすることはしない。振れ回されて危険である。バイスで加工物

を掴み、バイスを固定する。 
・同様に、薄板を手に持って穴あけすることはしない。振れ回されて危険である。バイス

で加工物を掴み、バイスを固定する。 
・加工物が振り回されるのは、穴あけ終了時と、ドリルを抜く直前に多い。薄板に穴をあ
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けるときには木片を下に敷いてともに穴あけすると良い。 
・ドリル回転中に切り屑を手で払わない。 
・手袋は巻き込まれる危険性が大きいので、使用してはならない。また、頭髪や衣服など

が巻き込まれないように注意する。 
・適当なドリル形状、回転数、送り速度などは作業条件推奨表などを参照して選定する。 
 
（７．５）形削り盤作業時の注意事項 
・機械の上に工具、材料、加工物などを置かない。 
・ラムの運動する範囲内に衝突する物のないことを確認する。 
・ストロークの長さ、バイトの調整は機械を止めて行う。 
・バイトはできるだけ短く取り付け、ラムの運動方向に立たないこと。 
・加工物は確実に取り付け、運転中切削面に手を出さない。 
 
（７．６）研削作業時（ベンチグラインダ、ポータブルグラインダ、研削盤、工具研磨盤

等）の注意事項 
 研削作業でもっとも危険なものは、次の通りであり注意を怠ると大きな災害を起こすこ

とになりかねない。作業に当たっては、必ず指導者の指導を受けること。 
・砥石車の破壊とその破片の飛散（遠心力による破壊、異物の衝突などによる破壊） 
・加工物の飛散（取付の不具合） 
・切り屑の飛散（保護眼鏡の使用） 
 

（ベンチグラインダ） 
・砥石車が破壊したときは、その破片は遠心力で飛散するから、作業者は砥石車の回転面

内に位置しないように心がける。 
・砥石車と保護カバーとの間に加工物を落とし込んだために起こる砥石車の破壊を避ける

ため、落ち込まないようにワークレストの位置を調節して、常に砥石外周との隙間を３mm
以下としておくこと。 
・作業開始前に１分間以上空転してみて、砥石車の安全と機械の異常を確かめること。こ

のとき作業者は砥石回転面内から離れて位置する。 
・加工物は手でしっかりもつこと。小片や手に油がついていると、加工物が飛び易いので、

注意する。もちにくい物はホルダに固定してもつ。ペンチなどで挟んで研磨するとかえっ

て危険である。 
・加工物を砥石車に衝突させぬこと。平型砥石車では、側面の使用は禁止されている。 
・加工物は加熱されて温度が上昇してくる。熱さで手を離さない対策も必要である。ただ

し、手袋の使用は厳禁である。 
・鉄鋼を研削するときに発生する火花は温度上昇した切り屑である。火傷をしないように
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注意する。付近に燃え易い物（ウェスなど）を置かない。引火の恐れがある。 
・研削熱で高温となるときは、こまめに冷却すること。 
・切り屑や飛散した砥粒が目に入るのを防ぐため、保護眼鏡を使用する。 
・惰力で回転中の砥石車を手で止めようとしない。 

（ポータブルグラインダ） 
 上記の事項以外に、以下の点に注意する。 
・規定された直径以上の砥石車を使用してはならない。 
・惰力で回転中のグラインダを床上に置いてはならない。また、床上に置いたとき、勝手

に起動しないような構造の物を選ぶ。 
・グラインダの電気コードは感電しないように被覆の完全な物を使う。また、このコード

につまずかぬように注意する。 
・砥石車の軸方向の使用は避ける。破壊しやすい。 
・法規によって、保護カバーの形状、寸法、材質が定められている。これを取り外したり、

変更したりしてはならない。 
・ハンドグラインダは手を離すと跳ね回ってとても危険なため、グラインダを手でしっか

りもち、かつ足元が安定していることを確認したうえで作業を開始する。 
・加工物も飛ばないように確保しておく。 
・服装の一部やウェスなどを巻き込まないように注意する。 
 

（研削盤・工具研磨盤） 
・原則として、指導者立ち会いのもとで使用する。 
・研削盤、あるいはグラインダの使用に定められた形状、寸法（外径、内径、厚さ）およ

び最高使用周速度の砥石を使用しなければならない。 
・砥石車をそのラベルに表示してある最高使用周速度を越えて使用してはならない。 
・砥石車の取り替えおよび試運転は、必ず資格者が行わねばならない。 
・砥石車を取り替えたときは、少なくとも３分以上の試運転を行わねばならない。このと

き、作業者は砥石の回転面内付近に位置しない。 
・作業開始前に１分間以上空転してみて、砥石車の安全と機械の異常を確かめること。こ

のとき作業者は砥石回転面内から離れて位置する。 
・砥石車は絶えず点検し、異常摩耗・目づまりなどを発見したときはこれを修正する。切

れ味の落ちたときも同様である。破壊・亀裂を発見したときは直ちに取り替える。 
・側面を使用することを目的とする以外の砥石車（平型砥石）は側面を使用してはならな

い。破壊しやすい。 
・砥石車は衝撃に対しては弱いから、取扱い、運搬、格納の際には注意して取り扱い、落

としたり衝撃を与えたりしてはいけない。 
・直径５０ｍｍ以上の砥石車には、安全のため必ず保護カバーを必要とする。 
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（７．７）鋸盤作業時の注意事項 
・切断する材料は確実に万力に取り付け、取付具合を確認する。短い素材では固定が不完

全になりやすいので、万力の他端に調整具を挟むなどしてしっかり固定する。 
・調整・素材の取付などは機械を停止させてから行う。 
  
（８）溶接作業における注意事項 
（８．１）指導員のチェック項目 
・ホルダの絶縁物破損、溶接ケーブル損傷のチェック。 
・１次側、２次側ケーブルの接続露出部を絶縁テープで被覆しておく。 
・感電、アーク焼け、やけどなどの危険を避けるため革製の乾いた溶接用手袋、革製の前

掛けを準備しておく。 
・使用電流に対応した遮光度のガラスを入れた溶接用保護面を用意しておく。 
・溶接作業場付近に可燃性、引火性、爆発性のある危険物がないことを確認する。 
・緊急時には１次側の電源スイッチが直ちに切れる状態であること。 
・溶接部から発生する高濃度なヒューム、ガスの害を避けるため、換気を十分にしておく。 
・保護具をつけていない人に対するアーク光の害を避けるため、溶接作業場の周囲は衝立

で仕切る。 
（被覆アーク溶接作業の場合） 
 ・電撃防止装置が正常かチェック。 
 ・湿った溶接棒は乾燥器で乾燥させる。 
（炭酸ガスアーク溶接作業の場合） 
 ・炭酸ガスボンベのバルブを点検。 
 ・ボンベが倒れないように。 
 ・圧力調整器、流量計が正常か点検。 
 ・溶接作業中に１酸化炭素の発生の恐れがあるので、特に換気に心がけること。 
 
（８．２）作業者の注意事項 
・溶接機の２次側端子には高電圧がかかるので、乾いた服装を着用すること。 
・木綿などの燃えにくい素材を用いた長袖シャツ、長ズボンを着用し、絶縁の完全な靴を

はくこと。 
・溶接作業中は、革製の乾いた溶接用手袋を使用する。 
・鉄板や被溶接物などアースされた物や帰線ケーブルと直接接続された金属に腰をかけた

り、触れたりしながらの作業は危険である。 
・溶接アークからは可視光線以外に強力な紫外線や赤外線も出ており、これを直視すると

電光性眼炎という眼障害を引き起こし、また皮膚に当たるとアーク焼けも生じるから備え

付けの溶接保護面を使用する。 
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・溶接アーク部からは高濃度なヒューム（微粒子）が発生しており、これを多量に吸うと

じん肺の起こる危険があるから、排気が十分か確かめてから作業する。 
・溶接棒の取り替えは濡れた手や手袋では絶対に行わない。 
・作業の中断時には溶接棒をホルダから外しておく。 
 
１．３ 電気装置の取り扱い 
 工作機械、実験用の機械は２２０Ｖの電源を用いるものが多い。さらに、感電による障

害は、電圧の大小ではなく、人体を通過した電気量（電流と導電時間との積）に依存する。

乾燥状態にある皮膚を除き、人体は良導体であり、しかも人体そのものは電流に非常に弱

いことを肝に命じておかねばならない。感電対策としては以下のことに注意する。 
（１）電気装置の取り扱い上の一般的注意 
・電源：使用機器の電流量の合計が電源につけられたヒューズの標示電流量より大きくな

らないこと． 
・スイッチ：電源のスイッチには標示電流値以上のヒューズを絶対に使用しないこと．各

機器には個々にスイッチをつけること． 
・電線（コード）：電気機器の定格電流をよく調べ、使用電流よりも大さく、またヒュー

ズの容量よりも大きい許容電流の電線を用いること。被覆の破れたコードや老化したコー

ドは使ってはいけない。 
・配線（電気工事）：電線の電源または機器への接続は接触不良にならないように入念に

すること。電線同士の接続はハンダ付けをし、絶縁テープで十分被覆すること。配線にあ

たっては、電線をたばねたり、足で踏んだり、引っ掛かったりすることのないよう留意す

る。また湿気や薬品、ガスにおかされないよう注意する。 
・電気機器：規定容量以上の負荷をかけてはいけない。トランスやモーターが発熱して燃

える可能性がある。また、表示電力と実際使用電力に差のある機器に気をつけること。あ

る種の機器（回転機を含む装置など）は停電などののち通電すると、負荷が過大にかかり

発熱、火災の原因になる。  

 
（２）感電 
 感電とは、人間の身体の一部を電流が流れることで、最も直接的な電気災害であり、し

ばしば死に至る。感電は配電線や電気機器の通電部、帯電部への接触、接近によって、人

体を通して大地または線間に電流が流れることよって発生する。 
（２．１）感電防止 

・高電圧や大電流の帯電部、通電部に接近、接触しないように絶縁物で遮蔽し、また危険

区域を指定し、安全距離以内に立ち入らない。 

・電気機器のアースを完全にすること。水道管は、時として接地効果がない場合がある。

ガス管は決してアースに用いてはならない。 
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・帯電部、通電部に直接触れる場合は、安全帽、ゴム靴、ゴム手袋などの防護具を着用す

ること。支障のない限り、電源を切り、接地棒などで機器が帯電、通電状態でないことを

確認した上で作業をすること。 

・高電圧、大電流を伴う実験は、単独で行わず、2人できれば 3人以上ですること。 

・電気機器はその漏洩電流を防ぐため、ゴミや油を清掃し、その周辺も清潔に保つこと。 

・感電により転倒しても安全なように、平常から実験室を整頓しておくこと。 

 

（２．２）感電事故の発生時 

・迅速に電源を切る。電源を遮断できないときは、乾燥した木、またはゴム手袋などを用

いて、感電者の身体を引き離す。 

・感電者を現場近くの快適な場所に移し、着衣をゆるめて身体全体を楽にさせる。 

やけど、外傷のあるなしにかかわらず早急に医師に連絡してその手当を受ける。 

 

１．４ 化学薬品の取り扱い 

（１）一般的注意 

化学薬品を取り扱う際には、法的な規制とその特性について、化学物質安全データシー

ト（ＭＳＤＳ）等を活用し、予めよく知識を得ておかねばならない。特定化学物質等障害

予防規則、有機溶剤中毒予防規則、消防法に規定される危険物、ＰＲＴＲ法（特定化学物

質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律）、毒物及び劇物取締法、

悪臭防止法、麻薬及び向精神薬取締法、化学兵器禁止法（化学兵器の禁止及び特定物質の

規制等に関する法律）等の法規で指定されている化学薬品は、毒性（急性毒性及び発ガン

性を含む慢性毒性）、可燃性、爆発性、悪臭等がある。よって、実験計画のときから、必

要性、代替品はないかについて、十分に検討しなければならない。 

危険性の高い薬品を取り扱う場合は、飛散、漏れなど、ないよう十分に注意しなければ

ならない。実験着及び実験靴は、実験の状況に応じて選び、薬品を使用する実験室内では、

飲食は厳に慎まなければならない。さらに、揮発性の溶剤を使用している実験室では、直

火の暖房器具を使用すると引火の恐れがあり、大変危険である。 

化学薬品を使用する実験室内は、整理整頓に努めなければならない。薬品容器及び廃液

容器の蓋や栓は必ず閉め、所定の場所に保管し、紛失等のないよう注意しなければならな

い。実験台の上などに薬品を放置しない。特に、床に薬品を放置してはならない。容器は、

こぼれたり、漏れたり、浸みだしたり、発散するおそれのない蓋又は栓をした堅牢なもの

を用いること。器具類は、その材質からガラス製器具、プラスチック製器具、金属製器具

に分類される。これらの器具類は性質が異なるために、接触する薬品類、使用温度、また

働く力に対してそれぞれ使用範囲がある。したがって、使用する材料の性質をよく理解し

て、実験器具を選択することが安全面からとくに重要である。また、これから行う実験の

性質や操作をよく理解して、最適な実験器具を選択し、使用することが事故の防止につな
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がることはいうまでもない。さらに、器具の形状により使用範囲も異なる場合があるので

注意を要する。 

地震などの際、薬品容器が、落下、転倒、衝突等によって破損しないよう、適切な安全

対策を講じておかねばならない。もし、万が一、容器が破損しても、薬品の流出、混合に

よる火災、爆発等が発生しないように保管すること。 

化学薬品あるいは廃溶液は、所定の様式に従い廃棄する。一般の廃棄物とともに捨てて

はならない。薬品が封入されているガラスアンプル、容器の蓋が固くて容易に開かない古

い試薬瓶の扱いには特に注意する。 

 

（２）特定化学物質、有機溶剤を取り扱う際の注意点 

有機溶剤（特に第１種、第２種）及び特定化学物質（特に第１類、第２類、特別管理物

質）は、有機溶剤中毒予防規則及び特定化学物質等障害予防規則で規制されている。 

有機溶剤（第１種及び第２種）、特定化学物質（第１類及び第２類）を使用するときは、

局所排気装置（ドラフトチャンバ等）を使用しなければならない。ドラフトチャンバの排

気能力は、使用する化学薬品により規定されており、所定の期間毎に定期的に点検しなけ

ればならない。実験室は、作業環境測定を行い適切な措置をとるとともに、その記録は、

特別管理物質の場合は３０年間、その他は３年間保存しなければならない。特定化学物質

（第１類、第２類）を取り扱う実験室には、関係者以外の立ち入り禁止、喫煙・飲食を禁

止する旨を見やすい場所に掲示することが望ましい。特に、特別管理物質（ベンゼン等）

を取り扱う場合は、身体に直接接触しないように保護具を装着し、作業は局所排気装置内

で行い、作業記録を３０年間保存しなければならない。 

保護眼鏡、保護手袋、呼吸用保護具（マスク）、保護衣等を常備し、必要に応じてこれ

を使用しなければならない。保護具を使用したあとの消毒清浄にも十分注意しなければな

らない。保護具の使用について実験者が熟知し、必要に応じて適切に使用できるように、

あらかじめ教育・訓練をしておく。研究や実験室の作業では、視力障害や失明を起こすお

それがある。コンタクトレンズの使用は実験室内では避けるべきであり、眼の保護には適

当な保護眼鏡を着用する。化学薬品が眼にはいった場合にコンタクトレンズの取出しが困

難となって眼を損傷したり、また薬品がコンタントレンズの内側にはいり込んで除去が困

難になったりするためである。爆発性がある薬品を用いる場合は、顔面シールド付き防爆

マスクを使用する。 

有機溶剤中毒予防規則及び特定化学物質等障害予防規則では、作業者の健康を守る観点

から、健康診断についても詳細な検査項目と記録の保存が定められている。有機溶剤第１

種、第２種は、第３種に比べて、有害性が高く、特定化学物質は、ガン、皮膚炎、神経障

害などの健康障害の予防のために指定されている。特定化学物質第１類は特に有害な物質

であり、労働安全衛生法第５６条で製造の許可が必要と定められている。第２類は慢性障

害を引き起こし、第３類は大量漏洩による急性中毒を起こす。 
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（３）毒物及び劇物を取り扱う際の注意点 

 毒物及び劇物取締法で定められている化学薬品は、犯罪に利用されるおそれがあり、使

用法のみならず、保管にも十分に注意しなければならない。毒物及び劇物は他の薬品と区

分し、薬品棚等は必ず施錠して保管しなければならない。また、薬品棚等には、「医薬用

外毒物」、「医薬用外劇物」の表示を行う。さらに、毒物及び劇物の使用においては、使

用量及び保有量等を記入しなければならない。 

 

（４）発火性、引火性、爆発性のある薬品を取り扱う際の注意点 

消防法で定められている発火性、引火性、爆発性のある危険物は、変質又は異物の混入

等による危険性の増大を防ぐように適切に管理保管しなければならない。冷蔵保管する場

合は、防爆型冷蔵庫を用いなければならない。また、指定数量以上の危険物は、法定の危

険物屋内貯蔵所等に貯蔵しなければならない。危険物の保管量が指定数量の５分の１以上

に達した場合には、法的な届け出が必要であり、実験室では、この量以上を保管してはな

らない。 

危険物等を取り扱う際、特に爆発性の薬品を取り扱う場合は、必要に応じて保護眼鏡、

防護板等の保護具を使用して安全を確保しなければならない。火気、火花、高熱、静電気、

衝撃、摩擦等の発火、引火、起爆源を厳重に管理し、安全の確保に努めなければならない。

危険物の蒸気が拡散することも考えられるため、離れた場所についても留意する。消火用

設備を常備するとともに、使用時には換気に留意する。 

 

（５）排出ガスに関する注意点 

有機溶剤や特定化学物質等の有害物質、悪臭物質等を使用する場合、排出されるガスは、

除害しなければならない。ドラフトチャンバ等には、排ガス処理装置（スクラバー等）が

備わっているが、使用する化学薬品の種類により適切な処理、装置を用いなければならな

い。局所排気装置及び排ガス処理装置を設置・移設するとき、所轄労働基準監督署、市町

村長、都道府県知事等への事前の届け出が必要であり、注意しなければならない。 

 

（６）廃液に関する注意点 

 研究廃液を処分する場合は、大学の研究廃液の分別方法に従わなければならない。薬品

を含む廃液は、流しから排出してはならない。実験で使用したビーカーや試薬瓶等を洗浄

するときは、少なくとも二次洗浄まで行い、洗浄液は廃液タンクに入れて保管しておかね

ばならない。固形物を含む廃液は、ろ紙等でろ過し、固形物は所定の手順に従い廃棄しな

ければならない。廃液タンクの蓋は、使用時以外は常時閉めておかねばならない。溶剤は

気化して危険である。廃液はタンクの七分目以上入れないようにすることが望ましい。 
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１．５ Ｘ線装置の取り扱い 

 Ⅹ線は人体に傷害を与える。ドイツの物理学者レントゲンによってⅩ線が発見され、そ

の大きな物質透過性が関心を呼びいろいろな実験に用いられたが、当初は人体への影響に

ついての知識がなかったため悲惨な結果を招いた。現在、Ⅹ線が人体に及ぼす影響につい

ては詳しく研究されており、Ⅹ線実験装置には使用者がⅩ線を被曝することがないよう最

大限の工夫がなされているが、Ⅹ線の人体への影響を知り、万一にもⅩ線を被ばくするこ

とがないように注意しなければならない。 

 
（１）Ⅹ線の人体への影響 
 人体がⅩ線により損傷を受けた場合、それを修復して元に戻ろうとする回復現象が働く。

Ｘ線照射を受けて減少した白血球数などは日時の経過とともに順次回復してくる。ところ

が、Ⅹ線の生体への影響の中にはこのような回復がまったく考えられないものがある。遺

伝子の突然変異の発生や白血病の発生などがそれに相当し、この場合は個々の照射線量が

蓄積され、作用は被爆線量に比例することになる。このようにＸ線による損傷は、短期と

長期の両面あることを留意すべきである。 

 
（２）回折実験におけるⅩ線の防御 
 Ⅹ線回折装置は、取扱いを誤ると非常に危険な装置であり、実験者に重大な傷害を及ぼ

す。特に入射Ⅹ線は取出し方向は一定であるが高度に集光されているので、非常に危険で

あり、また、装置各部分、試料周辺および空気からの散乱Ⅹ線は任意の方向に放射される

ので、入射Ⅹ線同様防御に十分の注意を払わなければならない。 
 市販の回折装置を用いて実験を行う場合、よほどの操作ミスをおかさない限りⅩ線の被

曝は完全に予防することができる。しかし、各種のⅩ線カメラを用いた実験を行う場合、

以下の点で十分な注意を払わねばならない。 
・Ⅹ線の取出し部分、光学系からの漏えいⅩ線がないこと。 
・ビームストッパーで入射線を完全に止めること。 
・回折Ⅹ線、散乱Ⅹ線を止めるための工夫をすること。 
 などである。また、エックス線防護衝立等の器物は、指導者の指示なしに動かすべきでない。

ただし、Ⅹ線を照射しながら光学系軸合せを行うような場合には、指導者の指示を受けて、

移動式防Ⅹ線衝立などで実験者を守る必要がある。 

 
（３） Ⅹ線作業の管理 
・Ｘ線カメラ以外のディフラクトメーター等、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、周囲の人が被曝しないように注意する。 
・Ｘ線を利用するものは大学あるいは放射線協会が実施する教育訓練を受けなければなら

ない。受講したもののみに、ガラスバッチが配布される。ガラスバッチを着用しなければ、



機械工学科 

Ｘ線実験を行うことはできない。必ずガラスバッチを着用して被曝線量を定期的に測定す

るとともに、特殊健康診断も定期的に受診する。 
・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。 

 
１．６ 高圧装置の取り扱い 

 高圧装置が破裂事故を起こすと。高速で飛散する破片、急激に放出されるガスの衝撃

波によって人および装置、設備に大きな損傷を与え、また、使用ガス、周辺に存在する薬

品などによる爆発、火災などの大きな二次災害をも伴う場合が多い。 
（１）一般的注意 
・実験の目的、条件を明確に把握し、それに合った装置、機器類、構成材料を選択する。 
・安全機器類を必ず装着し、安全設備を設ける。特に危険が予想されるきは、遠隔測定用、

操作用のものを使用する。また、安全機器類の定期検査を怠ってはならない。 
・高圧装置は常用圧力以上の圧力でガスの漏塊のないことを確認するのももちろんのこと

であるが、もし漏れても滞留しないように室内の換気に注意する。 
・高圧実験は危険度が高いので、各種装置、機器類の構造、取扱法を熟知した上で慎重に

行わねばならない。不審の点があれば、指導者の指示を受ける。初めて取り扱う場合は、

指導者の指示を受けること。 
・地震や物体の衝突などによる転倒防止対策を行っておくこと。 
・衝撃や熱を加えない。 
・運搬時には容器のバルブキャップを装着すること。 
・圧力調整器のバルブが閉じていることを確認してから、元栓の開閉を行うこと。 
・コンプレッサ使用後は、必ずリリースバルブをゆるめて圧力を下げておくこと。 

 
（２）オートクレーブ 
 実験室の高圧実験で最も広く用いられているのは、オートクレーブである。これには、

本体の高圧容器のほかに、圧力計、高圧弁、安全弁、電熱、かくはん機などが付属されて

一体となっているものが多い。一般的注意事項は以下の通りである。 
・オートクレーブを操作するときは、指定の場所で取扱いの指示に従う。 
・本体に刻示されている耐圧試験圧力、常用圧力、最高使用温度を確認し、その範囲内で

使用する。 
・安全弁その他の安全装置は定期的に点検された所定のものを用いる。 
・温度計の位置が適切であるように注意する。 
・容器の内部およびパッキン部は清浄に保つ。 
フランジ式のふたを閉めるときは、ボルトは対角線上にあるものを一対とし、順次に数回

に分けて一様に締めるようにする。 
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１．７ 高温・低温装置の取り扱い 
 実験に高温および低温装置が用いられる機会も多い。これらの取扱いを誤れば、やけど、

凍傷などのほか、火災、爆発などの危険も伴うので、十分な注意を要する。 
（１）高温装置 
（１．１）一般的注意 
・高温に対する人体の保護に留意する。 
・高温装置の取扱法を熟知し、入念な注意のもとで操作する。 
・高温装置を用いる実験は、防火建築内または防火設備を備えた室内で行う。また、室内

の換気を良好にする。 
・高温実験に水は禁物である。高温物体に水が混入すると、水は急激に気化し、いわゆる

水蒸気爆発を起こす。高温物体が水中に落下したときにも同じように、爆発的に多量の水

蒸気が発生し、周囲に飛散する。 

 
（１．２）人体の保護 
・高温装置を取り扱うときは、常に衣服に火が燃え移る危険を想定し、簡単に脱ぎ捨てる

ことのできる服装を選ぶ。 
・手袋は乾いたものを使用する。手袋が水に濡れていると熱伝導性が大きく、また手袋中

の水分が水蒸気を発生して手にやけどを負う危険がある。湿気を吸いにくい材質の手袋が

よい。 
・白熱体、炎などを長い間凝視する必要のある場合には保護メガネを着用する。 
・溶融金属、溶融塩など高温流体を取り扱う場合には、靴などにも留意する。 

 
（１．３）電気炉の取扱い上の注意 
・電線、配電盤、スイッチなど電気設備に対する安全対策を十分に考慮する。 
・ある種の耐火材料は高温で導電性となることがあるので、このような場合、金属棒など

を持って炉材に触れて感電しないように留意する。 

 
（２）低温装置 
低温実験では、低温を得る手段として冷凍機を用いる場合と適当な寒剤を用いる場合があ

るが、実験室では後者のほうが簡便なためよく用いられる。氷と食塩や塩化カルシウムを

混ぜる寒剤は大体-20℃位で大きな危険はないが-70〜-80℃のドライアイス寒剤、また-180
〜-200℃の低温液化ガスを用いる場合は相当の危険性をともなうので、注意して取り扱わ

ねばならない。 
（２．１）一般的注意 
・液化ガスおよびそれを使用する装置の取扱いには熟練が必要であり、2 人以上で実験す

る。初心者は必ず経験者の指導のもとでいっしょに行う。 
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・液化ガスが直接に皮膚、眼、手足などに触れないように、必ず保護服、保護マスク、保

護メガネ、皮製手袋などを着用する。軍手など液体を吸い易いものは使用してはいけない。 
・液化ガスを取り扱う実験室は、換気を良くし、実験付属品は固定しておく。 
・液体ガスを密閉容器に入れてはならない。必ず気化ガスの逃げ口をつくる。 
・寒剤容器、特にガラス製魔法瓶は新しいものほど割れやすいので注意する。顔を容器の

真上に近づけないこと。 
・液化ガスが皮膚に着いたら、すぐに水で洗い落とす。また、衣服にしみこんだときは凍

傷になり易いので直ちに衣服を脱ぐ。 
・金属は低温になると脆くなるので、低温部に用いる材料は十分吟味しなければならない。

鋼は低温にふれるところに用いると危険である。銅、アルミニウム、ステンレス鋼やテフ

ロン、ナイロンなどの非金属は使用できる。 

 
（２．２）液体窒素 
 液体窒素は不活性、無害性であるので比較的安全な寒剤であるが、凍傷や蒸気爆発の危

険性は他の液化ガスと同様である。液体窒素の取扱い上の注意事項を次に述べる。 
・液体窒素を屋内で使用するときは換気に注意する。窒素には毒性はないが、気化した窒

素の濃度が高くなると、酸欠による窒息のおそれがある。 
・液体窒素をエレベーターで運搬する際には、窒息の恐れがあるためエレベーターに同乗

してはならない。 
・液体窒素の取扱いには専用の皮手袋を用いる。液体窒素や低温になった金属部分などに

直接手や皮膚を触れてはいけない。 
・液体窒素を取り扱う機器や配管にはじめて液体窒素を入れるときは、徐々に注入しなが

ら予冷する。 
・断熱されていない部分は霜つきを起こすので、その度合により状況を判断する。 

 
１．８ レーザー装置の取り扱い 
 レーザー装置を取り扱う際に心得ておくべき注意点を述べる。 
（１）感電の防止 
 レーザー装置はそのレーザーの出力強度にかかわらず、高電圧で動作する。したがって、

レーザーシステムを取り扱う際には次のようなことを注意する必要がある。 
・初心者はまずレーザーシステムの回路について十分学習し、システムが動作中はどの部

分、どの端子が高電圧になるのかを適確に知って、この高電圧部分に触れないようにする。 
・レーザーシステムが動作中は、回路の裸線に触れてはいけない。 
・修理はシステムの電源を切ってから行なう。さらにシステムが容量性回路綱で構成され

ている場合は、修理の前に十分に絶縁された短絡器を使って、装置に充電されている電荷

をすべて放電させる。 
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・レーザーシステムは確実に接地しておく。 
・レーザー装置を起動するに先だって、すべての安全装置が正しい状態にあることを確認

する。 
・装置を使用している者は、それを他人にまかせたり、また、装置の電源を切らないで、

部屋を出てはならない。 
（２）レーザーの危険度 
 人の体をレーザー放射に被曝させることは、どんな種類のレーザービームであれ、危険

なことである。通常は mW 以下の放射しかしないガリウムーヒ素ダイオードからの放射で

さえも、被曝してはならない。放射線保健局(BRH, Bureau of Radiological Health)およびア

メリカレーザー学会(LIA, Laser Institute of America)は，あらゆる種類のレーザー素子に対し

て取り決めをした。これを以下に示す。 
（２．１）クラスⅠ– 免除されるレーザーシステム 
  クラスⅠのレーザーは、弱い体の部位に対しても危険がないと考えられるものを指す。

このようなレーザーの例としては、波長が 8200 から 9050Åのガリウムーヒ素（GaAs）
レーザーがある。 

 
（２．２）クラスⅡ− 低出力レーザー 

クラスⅡのレーザーは、出力 1mW 以下のものである。これらのレーザーは、放射を

長時間直接、または反射などによって間接的に目で見た場合、網膜を負傷させる可能性

がある。システムにはパイロットランプとシャッターを設けなければならない。シャッ

ターは、システムが定常的に動作している場合に用いる。このシステムには「注意

（Caution）」のラベルを貼付しなければならない。 

 
（２．３）クラスⅢレーザー 

クラスⅢのレーザーは、さらにⅢa とⅢb に分類される。4mW 以上を放射しない He
− NeレーザーはクラスⅢaに属す。これは直接光を双眼鏡等で集光して目に入れた場合、

障害のおそれがある。「注意」のラベルを貼付しなければならない。クラスⅢb のレー

ザーは、放射電力が 4 から 50mW の間のものを指す。直接光又は鏡面反射光を目に入れ

た場合、障害につながる。このⅢb システムには、パイロットランプ、シャッターを設

けると同時に、装置に「危険（Danger）」のラベルを貼付しなければならない。 

 
（２．４）クラスⅣレーザー 

このクラスのレーザーは、50Wまでの放射出力を持つものを指す。たとえば、CO2，

Nd− YAG、Nd− ガラスなどが該当する。直接光はもとより、拡散反射光でも目に重大

な損傷をもたらし、ある時間以上被曝すると、目以外の部位に対しても非常に危険であ

る。また、火災を起こす危険性もある。システム全体に「危険」のラベルを貼付しなけ
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ればならない。 
   レーザー装置には、危険度に応じて警告ラベル、説明ラベル、開口ラベル等を貼り付

けねばならない。警告ラベルおよび説明ラベルの例を図 1 に示す。また、表 1 に説明ラ

ベルの記載事項をクラス別に列挙する。メーカーから新品のレーザーを購入する場合に

は、通常これらのラベルが付いてくる。 

 
（３）被爆防止 
（３．１）レーザー使用時の一般的注意事項 
 レーザーを使用するに当たり、次のような注意が必要である。 
・レーザーを使用する前に熟練者から安全教育を受け、レーザーのクラス（危険度）、レ

ーザーの構造（特に光の出口位置）、レーザーの使用方法等について十分熟知していなけ

ればならない。 
・レーザー光の光路は目の高さを避ける。また、腕時計やガラス器具など鏡面反射を起こ

す物体を光路の近くに持ち込まない。 
・予期せぬ方向にレーザー光が飛ばないように、光路の終端には遮蔽物（不燃物で鏡面反

射が起こらないもの）を置く。 
・光学調整は、レーザーの強度を弱めて行う。また、可能な限り明るい場所で行う。これ

は、暗所では瞳孔が大きく開くため、網膜に達する光量が多くなり危険であるからである。 
・クラス IIIb、IV の大出力レーザーを使用する際には、必ずそのレーザーの波長に適合し

た保護眼鏡を着用する。保護眼鏡としては、目の横や上からレーザー光が入らないように、

ゴーグル型のものが望ましい。保護眼鏡には、Optical Density(OD)が 2 程度の一部透過型や、

OD が 10 以上の完全吸収型まで種々なものがある。また、複数のレーザーに対応できる保

護眼鏡も市販されている。しかし、保護眼鏡を装着しても、絶対にレーザービームを覗き

込んではいけない。 
・レーザーを使用する際には、警告のための立札等を掲げ、周囲の人に注意を喚起する。 

 
（３．２）不可視レーザーの取扱い 
 最近我国で報告されているレーザーによる事故の大部分は、YAG レーザーによる眼障害

である。この原因として、YAG レーザーから放出される光の波長が 1064nm で、すなわち

不可視光であることがあげられる。YAG レーザーは大出力であることが多く、その取扱い

には一般的注意事項のほかに、以下のような注意が必要である。ここでは、エキシマレー

ザー光等、紫外光レーザーの取扱いも併せて述べる。 
・光路の予備的調整は、弱い可視光を用いて行う。 
・レーザー光照射により燐光を発する試験紙を用いて不可視レーザー光路を調べることが

できる。赤外光については、たとえばコダック社から IR フォスファーという試験紙が市

販されている。紫外光については、上質紙（名刺でよい）にレーザー光を当ててみれば青
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色の光が発光し試験紙として用いることができる。 
・高価ではあるが、赤外又は紫外光を可視光線変換するイメージコンバーターを内蔵した

観察装置が市販されている。 
註）400〜700nm の範囲内にある“レーザー光”を“可視レーザー光”、外にあるレーザ

ー光を“不可視レーザー光”とする。 

 

 
図 1 レーザーの警告ラベルおよび説明ラベルの例 
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表１ ラベルの記載事項 

クラス 警告ラベル 説明ラベル 開口ラベル 

Ⅰ 不要 クラスⅠレーザー製品 

不要 Ⅱ 

要 

ビームを覗き込まないこと 
クラスⅡレーザー製品 

Ⅲa ビームを覗き込まないこと 
クラスⅢa レーザー製品 

Ⅲb ビームを見たり触れたりしないこと 
直接光も散乱光も危険です レーザー光出口注意 

Ⅳ ビームを見たり触れたりしないこと

クラスⅣレーザー製品 レーザー光が出ます 

 
１．９ 内燃機関の取り扱い 
・内燃機関は非常に高馬力かつ高速回転するので、軸の回転に十分注意すること。 
・回転軸上のカップリングなどの回転物が万一飛散しても危険がないように回転面内には

立ち入らないこと。やむなく通過するときは十分注意すること。 
・防護カバーにむやみに触れたり、カバーを外したりしないこと。 
・カップリングのボルト・ナット部分などに緩みがないか定期的に点検すること。 
・同様に機器の固定ボルトなども振動で緩み易いので、定期的に点検すること。 
・爆発性および引火性の大きいガソリン、軽油などを取り扱うので、室内では火気厳禁で

ある。 
・燃料の保管は消防法を遵守すること。 
・燃料タンク、燃料配管などからの漏洩に細心の注意を払うこと。 
・燃料タンクの蓋の開閉は確実に行い、ガソリンの気化を防ぐこと。 
・排気ガス処理は指示に従い、室内の換気にも注意すること。 
・高温、過熱部に注意すること。 
 
１．１０ 火災に対する注意 
・ガソリン、軽油、その他各種潤滑油剤あるいは可燃性材料を用いるところでは特に火気

は厳禁である。 
・揮発性の溶剤を取り扱う場合も火気厳禁である。また、換気に注意すること。 
・ストーブによる過熱、グラインダの火花、溶接のスパッターによる出火などもあり得る

ので注意。 
・万一に備えて、消火器の位置、避難経路を確認しておく。 
 


