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可動部 

高電圧 巻き込まれ レーザー等有害磁場 

高温加熱部 

腐食性薬液 

可燃性化学物質 

爆発性ガス 

腐食性ガス 
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１．本日、お話させて頂く内容のイメージ 

危険源は、危害を引き起こす潜在的根源である。 

機械設備は、 

様々な危険源 

を内包して 

います。 

本日のお話は
、こちらの危険
源に限定して 

お話させて頂
きます。 
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本日、お話させて頂く内容のイメージ 

危険源及び危険状態を同定する。 

危険源及び危険状態に対してリスクを見積る。 

保護方策によって危険源を除去するか又は危険源に関連するリスクを低減する。 

リスクを評価し，リスク低減の必要性について決定する。 

ISO12100の技術的要求に化学物質の 

危険有害性を重ねて、安全方策事例を 

ご紹介します。 
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本日、お話させて頂くコンテンツ 

以下の内容をご説明させて頂きます。 

   １. ISO12100の制定経緯 

   ２．ISO12100の全体構成について 

   ３．ISO12100の規格要求 用語 及び 定義  危険区域 

   ４．ISO12100の規格要求 適用範囲 

   ５. ISO12100の規格要求 保護方策 

   ６. ISO12100 リスクアセスメントとフローとスリーステップメソッドを踏まえた 

       化学物質管理へのアプローチ 

   ７.保護方策の実施に向けたISO12100の展開手順 

   ８.化学物質の有害性 ばく露経路 

   ９.化学物質が保有する「危険性、有害性の同定」について 

１０.安全データーシートSDSから入手される危険有害性の情報 

１１.安全データーシートSDSから特定されるガスの危険性の情報 

１２.安全データーシートSDSから特定されるガスの有害性の情報 

１３.有害性情報から得られる化学物質ガスの許容濃度とは 

１４.有害性情報から得られる化学物質ガスの許容濃度と工学的方策（例） 

１５.化学物質ガスの工学的方策（例） 

１６.安全データーシートSDSから特定される薬液の有害性の情報 

１７.有害性情報から得られる化学物質薬液の許容濃度とは 

１８.有害性情報から得られる化学物質薬液の許容濃度と工学的方策（例） 

１９.有害性情報から得られる化学物質薬液の許容濃度と気中濃度測定について 

２０.不活性ガス使用設備の気中濃度測定について 

２１.保護具の保管に関する注意事項について 

添付参考資料：シランSDS，弗化水素SDS 



 日本機械工業連合会 機械安全方策の適用事例紹介 ２０１６．３. ２２    4 

機械類の安全性―設計のための一般原則― 

                リスクアセスメント及びリスク低減 

Safety of machinery - general principles for design - Risk 

assessment and risk reduction 

1 適用範囲                  6 リスク低減  

2 引用規格                            6.1 一般  

3 用語及び定義                         6.2 本質的安全設計方策  

4 リスクアセスメント及びリスク低減のための方法論    6.3 安全防護及び付加保護方策 

5 リスクアセスメント                        6.4 使用上の情報 

 5.1 一般                  7 リスクアセスメント及びリスク低減の文書化 

 5.2 リスクアセスメントの情報  

   5.3 機械類の制限の決定    

   5.4 危険源の同定                              附属書A（参考）機械の構成図  

   5.5 リスク見積もり                                    附属書B（参考）危険源，危険状態及び危険事象の例                  

   5.6 リスクの評価                                       附属書C（参考）索引 

  

2．ISO12100の全体構成について 

1 
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災害・ばく露の発生 ＝ 作業者と化学物質の危険有害性が接触 

設備内部の保全空間 人の行動範囲（作業空間） 

安全域 

2 

化学物質の危険有害性を重ねてイメージしてみましょう。 

危険区域（ばく露域） 

パネルを開けて保全空間に入る。 

リスクが発生 

危険状態に遭遇 

化学物質ハザード 

急性毒性 

腐食･刺激性 

引火性 

薬液使用の洗浄装置 

3 . ISO12100の規格要求 用語 及び 定義  危険区域  
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4. ISO12100の規格要求 適用範囲  

機械のライフサイクルの間，危険源の同定，リスク見積り，及びリスクの 

評価，また危険源除去又は十分なリスク低減を準備するための手順を示す。 

規格要求 

設 

計 

製 

造 

検 

査 

出
荷
搬
入 

顧
客 

引
渡
し 

使
用
開
始 

機械のライフサイクルとは、設計検討から廃棄までの一連のサイクルを言います。 

リスクアセスメントに関する情報は、動力源及びそれらの供給方法も含みます。 

生
産
工
程
に
て
使
用 

廃
棄 

検討すべきPoint(例） 

機械を量産工程で使用しているが、機械のプロセス条件が変わったら・・・ 

今まで使用していた物質と違う物質を使用することになったら・・・ 

他の工場に移設することになったら・・・ 

新規設備の入れ替えで、廃棄することになったら・・・ 
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化学物質の危険有害性を重ねてイメージしてみましょう。 

設備のガス配管の切り離し作業がある 

機械を量産工程で使用しているが、機械のプロセス条件が変わったら・・・ 

今まで使用していた物質と違う物質を使用することになったら・・・ 

他の工場に移設することになったら・・・ 

新規設備の入れ替えで、廃棄することになったら・・・ 

純水から→ 

酸系薬液を使用することになった 
洗浄設備で プロセス条件が変化した 

プロセス処理条件の変更で 

皮膚 

腐食性 

急性 

毒性物質 

標的臓器 

毒性物質 

工場から移設する 

浮上するリスク 

可燃性ガス使用設備 

引火性/可燃性物質 

自然発火 

自然発熱物質 

残留ガスが漏洩 

4. ISO12100の規格要求 適用範囲  
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リスク低減を達成することを目的とした方策です。保護方策は設計者に 

より講じられる方策と使用者により講じられる方策の二つに大別されます。 

規格では 

設計者によって 

講じられる保護方策 

の部分をクローズ 

アップして説明 

しましよう。 

5. ISO12100の規格要求 保護方策  

リスクアセスメント 

1 
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ISO12100では、設計者による保護方策のみを対象としている。 

・この方策は、優先順位付けされている。 

・この優先順位付けされた3方策は、3ステップメソッドといわれる。 

規格では 

Step 1 

Step 2 

Step 3 

設計者によって講じられる保護方策 

保護方策は，3ステップメソッドを参照し，次の順序で適用することになります。  

本質安全設計方策 

 安 全 防 護 
 付加保護方策 

使用上の情報の提供 

危険源やリスクを無くす、低減する 

危険源に暴露する機会を制限する 

ガードにより危険源を隔離 

保護装置により危険源を停止 
 
非常停止機能の付加 

蓄積／残留エネルギーの除去 
 
機械を安全に使うための通知・警告 
を行う 

5. ISO12100の規格要求 保護方策  



 日本機械工業連合会 機械安全方策の適用事例紹介 ２０１６．３. ２２    10 

3ステップメソッドに化学物質の危険有害性を重ねてイメージしてみましょう。 

5. ISO12100の規格要求 保護方策  

Step 1 
設計者によって講じられる保護方策 

本質安全設計方策 

１．設計上の処置方法を適切に選択し、できる限り多くの危険源の生成 

  を防止し、低減すること。 

Bottom Point  

２．作業員が危険区域内に介入する必要性を低減する 

  ことにより、人の危険源へのばく露を制限すること。 

例：洗浄装置 

対応を検討すると、洗浄薬液に酸性の薬液を使用して
いるので、有害性があるから純水洗浄に変更しよう。
だけど、現実的じゃないなあ（これが普通） 

作業者が薬液タンクを薬液供給Box 

にセットしていたが、工場から直接 

供給に変更しよう。 

例： 

薬液サプライ 

ボックスからの 

供給 

http://www.zess.co.jp/product/images/haikan/haikan_01.jpg
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3ステップメソッドに化学物質の危険有害性を重ねてイメージしてみましょう。 

5. ISO12100の規格要求 保護方策  

安全防護策： 

除去できない危険源、又は十分に低減できな
いリスクから人を保護するための安全防護物
の使用による保護方策。３つに分類される。 

・ガード・保護装置・付加保護方策 

Bottom Point  
Step 2 

設計者によって講じられる保護方策 

 安 全 防 護 
 付加保護方策 

A 

薬液からの 

有害なガスが漏洩 

隔離による安全防護を検討しよう。 

薬液槽から有害ガスが蒸発するから 

筐体と排気を設置しよう。 排気ダクト 

漏液センサー 

非常停止スイッチ 

停止による安全防護を検討 

しよう。 

設備内部で、槽から薬液が 

漏洩したら、漏液センサーで 

検知して、1次側供給バルブを 

遮断しよう。 

追加の防護方策を検討しよう。 

緊急事態が発生したら、非常停止 

スイッチ使用して薬液の供給を 

            遮断しよう。 

http://www.zess.co.jp/product/images/haikan/haikan_01.jpg
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3ステップメソッドに化学物質の危険有害性を重ねてイメージしてみましょう。 

5. ISO12100の規格要求 保護方策  

使用上の情報： 

使用者に情報を伝えるための伝達手段（例えば
、文章、語句、標識、信号、記号、図形）を個別
に、又は組合わせて使用する保護方策。以下の
三つに分類される。 

・信号及び警報装置 

・表示，標識（絵文字），警告文 

・付属文書（特に，取扱説明書） 

Bottom Point  
Step 3 

設計者によって講じられる保護方策 

使用上の情報の提供 

使用者に情報伝達する手段を 

検討しよう。 

設備内部で薬液が漏液したら表示
灯を点滅させる 

薬液が漏れています!! 

薬液の有害性情報を説明しましょう 

緊急時の対処方法は・・・ 
保護具は・・・ 安全マニュアルには 

危険有害性リスクからの 

回避の方法が記載されて 

います 
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ISO 12100  

リスクアセスメントフロー       

使用上の情報 

    ↑ 

 

安全防護策 

付加保護方策 

    ↑ 

 

本質安全設計 

方策 

3
ス
テ
ッ
プ
／
保
護
方
策 

Step.1 

Step.2  

Step.3  

6. ISO12100 リスクアセスメントとフローと 

      スリーステップメソッドを踏まえた化学物質管理へのアプローチ  

化学物質の危険有害性に対し、危険源の同定、3ステップメソッドの 

方策手順に特化して説明します。 

リスクの見積りについては、お話しません。 
「どのような機械」を 

「どのような人」が 

「どこ」で  

「いつまで」使うのか等を決定 

します。 

 

危険源を同定（Identification）す
る。 

どのような危険源が潜んでいるか
を明らかにする。 

はい 

いいえ 

終了 
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7. 保護方策の実施に向けたISO12100の展開手順  

a) リスクアセスメントは，機械類の寿命における全段階を考慮した機械類の制限の 

 仕様を決定することから始める。機械の性能及び特徴，関連する人，可動範囲など 

 の空間上の制限も含む。 

b) 機械のライフサイクルの間，予見可能な危険源,危険状態,危険事象を同定すること。 

  ライフサイクルとは，運搬，組立及び設置, コミッショニング（立上げ，検収，引渡し， 

 移管）, 使用, 分解，使用停止，及び廃棄処分をいう。 

c) 危険源の同定の後，危害のひどさ、危害の発生確率などのリスク要素を決定し， 

  それぞれの危険状態に対して，リスク見積りを実施する。 

d) リスクの評価を行い、リスク低減が必要な場合は，適切な保護方策を選定し， 

  適用する。 3ステップメソッドによる反復的リスク低減プロセスを展開する。 

e) 3ステップメソッドに準拠し、Step1,本質的安全設計方策 Step2, 安全防護及び又は 

 付加保護方策 Step3,使用上の情報  を適用する。 
5 
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7. 保護方策の実施に向けたISO12100の展開手順  

a) リスクアセスメントは，機械類の寿命における全段階を考慮した機械類の制限の 

 仕様を決定することから始める。機械の性能及び特徴，関連する人，可動範囲など 

 の空間上の制限も含む。 

b) 機械のライフサイクルの間，予見可能な危険源,危険状態,危険事象を同定すること。 

  ライフサイクルとは，運搬，組立及び設置, コミッショニング（立上げ，検収，引渡し， 

 移管）, 使用, 分解，使用停止，及び廃棄処分をいう。 

c) 危険源の同定の後，危害のひどさ、危害の発生確率などのリスク要素を決定し， 

  それぞれの危険状態に対して，リスク見積りを実施する。 

d) リスクの評価を行い、リスク低減が必要な場合は，適切な保護方策を選定し， 

  適用する。 3ステップメソッドによる反復的リスク低減プロセスを展開する。 

e) 3ステップメソッドに準拠し、Step1,本質的安全設計方策 Step2, 安全防護及び又は 

 付加保護方策 Step3,使用上の情報  を適用する。 
1 

この展開手順において、こちらを説明します。 
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有害性 

急性毒性 

慢性毒性 

その他の 

健康障害 

（ｱﾚﾙｷﾞｰ等） 

気化（蒸気） 

例：ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 

粉じん（固体の 

微細のかけら） 

例：石綿、ｸﾛﾑ 

ﾋｭｰﾑ（溶融した固体蒸気が 

空気中で凝固したもの） 

例：ﾍﾞﾘﾘｳﾑ、亜鉛 

経皮ばく露(接触) 

経口ばく露（摂取） 

経気道 

ばく露 

（吸入） 

ばく露の経路 

経口は、手
指に付着し
た物質から
が多い 

8. 化学物質の有害性 ばく露経路  

発がん性 

固体 

例：鉛ｶﾄﾞﾐｳﾑ 

液体 

例：有機溶剤 

気体 

例：塩素 

  一酸化炭素 

ﾐｽﾄ（液体の微細 

のかけら） 

例：ｺｰﾙﾀｰﾙ 
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ISO 12100  

リスクアセスメントフロー       

使用上の情報 

    ↑ 

 

安全防護策 

付加保護方策 

    ↑ 

 

本質安全設計 

方策 

3
ス
テ
ッ
プ
／
保
護
方
策 

Step.1 

Step.2  

Step.3  

こちらの部分を
説明します。 
 

危険源を同定（Identification） 

する。 

どのような危険源が潜んでいるか
を明らかにする。 

9. 化学物質が保有する「危険性、有害性の同定」について 

はい 

いいえ 

終了 
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9. 化学物質が保有する「危険性、有害性の同定」について 

定常的な作業に係る資料等だけでなく、非定常作業に係るものも入手する必要があります。 

 
 

化学物質等安全データシート（SDS Safety Data Sheet） 

機械設備の仕様書 

化学物質等に係る機械設備に係る情報等 

 

 

化学物質等の取扱いに係る作業標準、作業手順書等 

化学物質等に係る機械設備のレイアウト、作業の周辺の環境に関する情報等 

作業環境測定結果 

複数の事業者が同一の場所で作業を実施する状況に関する情報 

（混在作業における化学物質等による危険性又は有害性等） 
 

化学物質等による災害事例、災害統計等 

化学物質の危険有害性を特定するに当たり、以下のような資料等を 

入手し、その情報を活用する必要があります。 

厚生労働省「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」より抜粋 

作業管理の視点から 

作業環境管理の視点から 

ここから情報を 

入手するのが 

最適です。 
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お手元に配布されています2種類のSDSシートをご覧ください。 

薬液のサンプルSDSとして：弗化水素 HF 

ガスのサンプルSDSとして：シラン   SIH4  を準備させて頂きました。 

10. 安全データーシートSDSから入手される危険有害性の情報 

SDSに記載されている「化学品の分類および表示に関する世界調和システム 」 

 The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals ： GHS 

分類について  弗化水素 HF           シラン SIH4 

どくろ   腐食性 健康有害性 

急性毒性 

物質 
金属腐食性物質 

皮膚腐食性 

眼に対する損傷性 

変異原性物質 

癌原性物質 

生殖毒性物質 

呼吸器感作性物質 

標的臓器毒性物質 

炎    ガスボンベ 感嘆符 

高圧ガス 

引火性/可燃性物質 

自己反応性物質 

自然発火及び 

自然発熱物質 

急性毒性物質（低毒性） 
皮膚刺激性物質 

眼刺激性物質 

皮膚感作性物質 
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２００３年７月、国際連合からGHSという化学品の分類および表示
に関する世界調和システムについての勧告がなされた。 

10. 安全データーシートSDSから入手される危険有害性の情報 
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爆発・火災 

ここからガスについての危険有害性について 

お話します。 

 

お手元のシランガスSIH4の安全データーシートを
参照してください。 

 

安全データーシートから得られる危険性の情報 

               と 

得られた情報から展開される工学的方策（例）の 

お話をします。 
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１．製品及び会社情報          ２．危険有害性の要約 

 

３．組成、成分情報            ４．応急措置 

 

５．火災時の措置             ６．漏出時の措置 

 

７．取扱い及び保管上の注意     ８．ばく露防止及び人に対する保護措置 

 

９．物理的及び化学的性質     １０．安全性及び反応性 

 

１１．有害性情報            １２．環境影響情報 

 

１３．廃棄上の注意           １４．輸送上の注意 

 

１５．適用法令 

火災や爆発を起こす危険性の概要が書かれています 

SDSの記載項目から以下のような情報が入手出来ます。 

その物質に適した消火方法が具体的に書いてあります 

化学物質が作業場や事業場の外に漏れた場
合の作業者の保護、環境汚染防止のための
措置、除去方法について書かれています 

11. 安全データーシートSDSから特定されるガスの危険性の情報 
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１．製品及び会社情報          ２．危険有害性の要約 

 

３．組成、成分情報            ４．応急措置 

 

５．火災時の措置             ６．漏出時の措置 

 

７．取扱い及び保管上の注意     ８．暴露防止及び人に対する保護措置 

 

９．物理的及び化学的性質     １０．安全性及び反応性 

 

１１．有害性情報            １２．環境影響情報 

 

１３．廃棄上の注意           １４．輸送上の注意 

 

１５．適用法令 

引火点・融点・沸点・揮発性などの項目があります。 

これらの項目でその化学物質の性質、取扱い上の注意 

しなければならない、基本的な性質を知ることが出来ます 

どのような条件で爆発や火災を引き起こす危険性があるか、 

また災害を防ぐための取扱い方法について書かれています 

SDSの記載項目から以下のような情報が入手出来ます。 

11. 安全データーシートSDSから特定されるガスの危険性の情報 
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１．製品及び会社情報          ２．危険有害性の要約 

 

３．組成、成分情報            ４．応急措置 

 

５．火災時の措置             ６．漏出時の措置 

 

７．取扱い及び保管上の注意     ８．暴露防止及び人に対する保護措置 

 

９．物理的及び化学的性質     １０．安全性及び反応性 

 

１１．有害性情報            １２．環境影響情報 

 

１３．廃棄上の注意           １４．輸送上の注意 

 

１５．適用法令 

有害性、またその兆候などが書かれています 

「アンモニア」：極めて有毒。激しく鼻や喉を刺激し長時間吸入 
すると肺や気管支に炎症をおこす・・・ 

12. 安全データーシートSDSから特定されるガスの有害性の情報 

SDSの記載項目から以下のような情報が入手出来ます。 

「吸入した場合」、「皮膚に付着した場合」、「目に入った 

場合」、「飲み込んだ場合」などの項目があり、必要な 

措置が書かれています 

技術的な注意事項、安全な取扱いの方法、 

適切な保管方法、安全な容器・包装など 

について書かれています 

「硫酸」：密栓した後、冷暗所に保存する 
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１．製品及び会社情報          ２．危険有害性の要約 

 

３．組成、成分情報            ４．応急措置 

 

５．火災時の措置             ６．漏出時の措置 

 

７．取扱い及び保管上の注意     ８．ばく露防止及び人に対する保護措置 

 

９．物理的及び化学的性質     １０．安全性及び反応性 

 

１１．有害性情報            １２．環境影響情報 

 

１３．廃棄上の注意           １４．輸送上の注意 

 

１５．適用法令 

管理濃度・許容濃度などが記載されています。 

作業場の環境管理や作業を行う際の保護具の着用要否判断 

基準とする呼吸器用保護具、化学防護手袋、保護めがねなど 

着用すべき保護具の種類が書かれています 

12. 安全データーシートSDSから特定されるガスの有害性の情報 

SDSの記載項目から以下のような情報が入手出来ます。 

急性毒性、刺激性、長期毒性、皮膚や眼に 

付いた場合などの影響、慢性毒性、発がん性、 

生殖毒性など 

「アンモニア」：急性毒性（吸入毒性、経口毒性）、 
刺激性（眼）、長期毒性がある 

この濃度値 

の情報が 

重要です。 

重要性を 

説明します。 
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Point 許容濃度の種類の意味 
許容濃度（TLV、ばく露限界値） 殆ど全ての労働者に悪影響がないと考えられる値 

TLV-TWA 時間加重平均(Time Weighted Average) 

８時間/日、５日/週の長期労働を想定 

   

例：３０年後に肝硬変にならない晩酌の量 

 

TLV-STEL 短期間ばく露限界(Short Term Exposure Limit) 

１５分間、４回/日、１時間以上の間隔 

   

例：一気飲みしても安全な１回の量と回数、間隔 

TLV-C 天井値(Ceiling) 

如何なる瞬間でも超えてはいけない上限  例：地下室でメタンガスを一呼吸吸い込んで死亡 

13. 有害性情報から得られる化学物質ガスの許容濃度とは 

配布されていますSDSシランの項目８.をご覧ください。 

こちらをご注目ください。 
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14. 有害性情報から得られる化学物質ガスの許容濃度と工学的方策（例） 

シランの許容濃度は、TLV-TWA:5ppmです。この許容濃度の情報を 
活用し展開する工学的な付加保護方策例を説明しましょう。  

ガス漏洩検知器 

ｾﾝ
ｻ 

サンプリング 

Ｇａｓ in 

サンプリング 

Ｇａｓ out 

Point 

ボンベのバルブ 

を緊急遮断する 

時間の経過、8時間

暴
露

濃
度

、
p
p
m

C：天井値、どんな瞬間でも超えてはならない値 

実測値 
TLV-TWA:8時間平均値 
シランは、5ppmです 

STEL：短時間暴露限界 
      通常は15分間の 
      平均で表す 

１ シランのガスボンベを隔離し、排気 
  を確保する。 
2 空気中への危険物質のエミッション 
  を監視する。 
  ガス検知器でガス漏洩を監視する。 
3 ガス漏洩検知器の濃度監視をシラ 
  ンの許容濃度５ppmの1/2の2.5ｐｐｍ   
  に設定する。 
4 ガス漏洩を検知した際は、ボンベの 
  バルブを緊急遮断する。 
5 ガス漏洩検知器の検知信号を使用 
  設備にインターロック出力する。 
６ 工程の防災システムに警報出力する。 

実施する付加保護方策は、 

1 
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14. 有害性情報から得られる化学物質ガスの許容濃度と工学的方策（例） 

今までのお話をISO12100の 
リスクアセスメントフローと 
3ステップ保護方策 
に置き換えてみましょう。  

使用上の情報 

    ↑ 

 

安全防護策 

付加保護方策 

    ↑ 

 

本質安全設計 

方策 

Step.1 

Step.2  

Step.3  

『機械類の制限の決定』 
・人間が機械の危険にさらされる可能  

 性を言う。踏まえて特定されることは、 

 

このケースの場合は、シランという 

危険性は、可燃性引火性 

有害性は、急性毒性 

 

作業者が、漏洩したガスにより、 

火災や爆発の危険性にさらされる。 

吸入ばく露し、全身毒性有害性がある。  

機械の制限の決定 

はい 

いいえ 

終了 
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14. 有害性情報から得られる化学物質ガスの許容濃度と工学的方策（例） 

今までのお話をISO12100のリスクアセスメントフローと3ステップ保護方策 
に置き換えててみましょう。  

使用上の情報 

 

    ↑ 

 

安全防護策 

付加保護方策 

 

    ↑ 

 

本質安全設計 

方策 

Step.1 

Step.2  

Step.3  

Step1 本質安全設計方策 
・危険源を取り除く、危害のひどさを 

 低減する。 

 

このケースの場合は、シランガスを使わ
ざるを得ないので保有する危険有害性
を根本的に無くすことが出来ない。  

Step3 使用上の情報 

Step2 安全防護・付加保護 

     方策 

1 

はい 

いいえ 

終了 
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14. 有害性情報から得られる化学物質ガスの許容濃度と工学的方策（例） 

今までのお話をISO12100のリスクアセスメントフローと3ステップ保護方策 
に置き換えててみましょう。  

Step2 安全防護・付加保護 

     方策 
・隔離と停止による安全防護を行う。 

 

１.ボンベをボンベボックスに収納する。 

２.排気を取る。 

３.排気ダクトを検知器で漏洩監視する。 

４.ガスが漏洩したらボンベを閉める。 

５.ボンベ遮断信号を出力する。 

Step1 本質安全設計方策 

Step3 使用上の情報 

1 

使用上の情報 

 

    ↑ 

 

安全防護策 

付加保護方策 

 

    ↑ 

 

本質安全設計 

方策 

Step.1 

Step.2  

Step.3  

はい 

いいえ 

終了 
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14. 有害性情報から得られる化学物質ガスの許容濃度と工学的方策（例） 

今までのお話をISO12100のリスクアセスメントフローと3ステップ保護方策 
に置き換えてみましょう。  

Step3 使用上の情報 
・使用者に伝達する手段 

 

１.工場の防災システムに検知器出力を   

  連動する。 

２.防災システムから「工程から全員退 

 避!!」をアナウンスする。 

Step1 本質安全設計方策 

Step2 安全防護・付加保護 

     方策 

1 

使用上の情報 

 

    ↑ 

 

安全防護策 

付加保護方策 

 

    ↑ 

 

本質安全設計 

方策 

Step.1 

Step.2  

Step.3  

はい 

いいえ 

終了 
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バランス調整（Balancing） 
追加排気換気 (Additional Exhaust Ventilation） 

バランス調整（Balancing） 

換気される装置の各部分への空気流が 

設計排気量を満たすようにするための 

調整機構 

排気調整の為の 

ダンパー 

追加排気換気 (Additional Exhaust Ventilation） 

通常運転中の排気ではなく，保全中から異常放
出があった場合に，懸念物質を取り出すための
排気換気設備 

15.化学物質ガスの工学的方策（例） 

可燃性、毒性ガスの 
工学的方策の例です。  

←定常作業排気 

非定常作業排気→ 

差圧計 マノスタースイッチ 
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ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ 

盤へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合 

防災 

ｼｽﾃﾑ 

 

 

 

 

 

 

本 体 

 

 

 

ガス 

BOX 

リターン 

エリア 

 

 

排ガス 

処理装置 

 

 

ドライ 

ポンプ 

H2検知器 
② 

H2検知器① 

CVD 

筐体接続 

ガス供給ライン 

プロセス 

排気 

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ 

盤へ 

H2検知器③ 

ｲﾝﾀｰ 
ﾌｪｲｽ 
盤 

CVD特ガス排気 

CVD筐体排気 

ダウン
フロー 

：ガス漏洩検知器 

爆発下限界LEL(Lower Explosion Limit)  

爆発下限界 LEL(Lower Explosion Limit)  

可燃性ガスの爆発範囲で、空気と混合した可燃性ガスが着火によって爆発を起こす最
低濃度をいう。可燃性ガス漏れ警報器は、ガスの濃度がこの爆発下限界を超える前に
ガス漏れ警報を発して、ガス遮断することが必要です。 

可燃性、毒性ガスの 
工学的方策の例です。  

水素 H2 の例 

 

燃焼（爆発）範囲 

4.0～75 [vol%] 

下限界4.0 [vol%]を超

える前に漏洩検知し、
ガス供給を停止する。 

15.化学物質ガスの工学的方策（例） 
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末端のボックスの排気能力が 

低いので。殆ど筐体排気されて 

いません。 

施設側の元の排気を上げてください。 

排気調整ダンパー 

もうこれ以上、施設の1次排気 

風量を上げることは、無理です。 

10m3/min 8m3/min 7m3/min 

№１ 

10m3/min 

№2 №3 №4 

5m3/min 

№5 

施設は無理と言っている。 

排気能力は、このままで 

何かいい方法はないかなあ？ 
ボックスの内部は 

このようなバルブ
や配管がある。 

15.化学物質ガスの工学的方策（例） 
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なんと 

ボックス内部の隙間に、エアーで膨ら 

ませた ?? を入れ内部の排気対象 

容積を小さくしたのです。 

但し、毒性ガスボンベのボックスだけ 

です。 

排気調整ダンパー 

もうこれ以上、施設の1次排気 

風量を上げることは、無理です。 

10m3/min 10m3/min 7m3/min 5m3/min 

ここが Point 

15.化学物質ガスの工学的方策（例） 

1 
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爆発・火災 

ここから薬液についての危険有害性について 

お話します。 

 

お手元の弗化水素HFの安全データーシートを参照
してください。 

 

安全データーシートから得られる危険性の情報 

               と 

得られた情報から展開される工学的方策（例）の 

お話をします。 
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１．製品及び会社情報          ２．危険有害性の要約 

 

３．組成、成分情報            ４．応急措置 

 

５．火災時の措置             ６．漏出時の措置 

 

７．取扱い及び保管上の注意     ８．ばく露防止及び人に対する保護措置 

 

９．物理的及び化学的性質     １０．安全性及び反応性 

 

１１．有害性情報            １２．環境影響情報 

 

１３．廃棄上の注意           １４．輸送上の注意 

 

１５．適用法令 

薬液の場合も、こちらの管理濃度・許容濃度値の情報 

が方策展開に重要な情報となります。 

16. 安全データーシートSDSから特定される薬液の有害性の情報 

SDSの記載項目から以下のような情報が入手出来ます。 
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TLV-TWA 時間加重平均(Time Weighted Average) 

８時間/日、５日/週の長期労働を想定 

TLV-STEL 短期間ばく露限界(Short Term Exposure Limit) 

１５分間、４回/日、１時間以上の間隔 

TLV-C 天井値(Ceiling) 

如何なる瞬間でも超えてはいけない上限 

17. 有害性情報から得られる化学物質薬液の許容濃度とは 

配布されていますSDS弗化水素の項目2.と8.をご覧ください。 

こちらをご注目ください。 危険有害性シンボル 

急性毒性物質 

金属腐食性物質 

皮膚腐食性 

眼に対する損傷性 

変異原性物質 

癌原性物質 

生殖毒性物質 

呼吸器感作性物質 

標的臓器毒性物質 
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時間の経過、8時間

暴
露

濃
度

、
p
p
m

C：天井値、どんな瞬間でも超えてはならない値 

実測値 
TLV-TWA:8時間平均値 
ふっ酸は、0.5ppmです。 

STEL：短時間ばく露限界 
      ふっ酸は、0.2ppm 

18. 有害性情報から得られる化学物質薬液の許容濃度と工学的方策（例） 

ふっ酸HFの許容濃度は、TLV-TWA:0.5ppm,STEL C 0.2ppm Skin;BEIです。 
この許容濃度の情報を活用し展開する工学的な付加保護方策例を説明 
しましょう。  BEI（Biological Exposure Indices)：生物学的許容値体内に取り込まれた化学物質の量 

についての指標 

A 

排気ダクト 

漏液センサー 

内部薬液供給配管は、2重配管施工 

排気調整ダンパー 

外管：透明PVC 

内管：フッ素樹脂 

継手部は、漏液センサーが 

設置されているバット上に配置する 
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19. 有害性情報から得られる化学物質薬液の許容濃度と気中濃度測定について 

時間の経過、8時間

暴
露

濃
度

、
p
p
m

C：天井値、どんな瞬間でも超えてはならない値 

実測値 
TLV-TWA:8時間平均値 
ふっ酸は、0.5ppmです。 

STEL：短時間ばく露限界 
      ふっ酸は、0.2ppm 

ふっ酸HFの許容濃度は、TLV-TWA:0.5ppmです。 
このばく露限界値と比較した薬液の気中濃度測定について説明しましょう。 
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要員へのばく露の管理 
通常運転中に、保守運転中に作業室の空気中に存在する危険ガス，微粒子，および
蒸気を制御して，その濃度が規定される呼吸領域基準に適合することを保証すべき
である。 

通常運転中危険ガスを制御して， 

その濃度が規定される呼吸領域に 

おける基準とは、 

作業環境における 

危険ガス雰囲気の濃度が、 

OELばく露限界濃度の1%以下 

 

例）HFふっ酸 OEL 0.5ppmの1％ 

  以下であること。 

  0.005ppm（5ppb） 

保守作業者の 

対人的吸入ばく露濃度が、 

OELばく露限界濃度の25%以下 

 

例）HFふっ酸 OEL 0.5ppmの25％ 

  以下であること。 

  0.125ppm（125ppb） 

19. 有害性情報から得られる化学物質薬液の許容濃度と気中濃度測定について 

気中濃度測定の化学物質管理（例）  
 SEMI S6-0707 半導体製造装置の排気換気に関する環境、健康、安全ガイドライン 

 に以下のような管理の要求事項があります。                        

保守運転中危険ガスを制御して， 

その濃度が規定される呼吸領域に 

おける基準とは、 

SEMI（Semiconductor Equipment and Materials International） 

半導体産業の国際工業規格の統一を目的に定めた規格 
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例）作業環境中における濃度が、 

  HFふっ酸 OEL 0.5ppmの1％以下で    

  あること。0.005ppm（5ppb） 

19. 有害性情報から得られる化学物質薬液の許容濃度と気中濃度測定について 

インピンジャーを使用し、ばく露限界値と比較する測定方法（例）です。  

通常運転中の気中濃度測定 

薬液使用設備の筐体前面を採取 

Air sampling at 

breathing zone 

Sampling  

Pump  

600mm 

インピンジャー： 

試料ガスを捕集液中に吸引して、試料中の 

特定のガス状を捕集するための容器  

 

サンプリング方法は、吸収液を充填した 

2 段連結インピンジャーに設定流量 L/min で 

通気を行い、気中の目的成分を捕集する方法 

酸系薬液を使用する設備です。 

 

薬液使用のユニットは、設計排気量に 

設定し、筐体排気されています。 

 

薬液の雰囲気が、筐体から作業環境中に 

漏洩していないかを確認する測定です。 

 

1500mm 
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例）保守作業者の対人的吸入ばく露濃度が   

   HFふっ酸 OEL 0.5ppmの25％ 

  以下であること。0.125ppm（125ppb） 

19. 有害性情報から得られる化学物質薬液の許容濃度と気中濃度測定について 

サンプリングチューブの先端は、作業者の 

呼吸域を採取する。 

サンプリングチューブの末端は、インピンジ
ャーに接続される。 

インピンジャーを使用し、ばく露限界値と比較する測定方法（例）です。  

保守作業中の気中濃度測定 

保全作業者の呼吸領域を採取 

酸系薬液を使用する設備の内部を 

清掃する保全作業を実施しています。 

 

薬液使用のユニットは、充分、純水で洗浄し 

パネルを開ける作業手順になっています。 

 

残存している薬液の雰囲気が、作業者の 

呼吸領域における気中濃度をサンプリング 

しています。 

気中の目的成分を捕集したインピンジャーは、 

吸収液をキャピラリー電気泳動法（CE）で濃度 

測定を行う。 
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  . 6   

  

20. 不活性ガス使用設備の気中濃度測定について 

測定Point.1 

測定 

Point.2 

測定 

Point.3 

測定Point.4 

測定 

Point.5 

測定 

Point.6 

昨今、クリーン度を保つためにモジュールを 

窒素パージするケースが増えています。 

 

パネルの隙間から窒素がリークし、作業環
境中に酸欠の危険性がないかを測定してい
ます。 

隙間からN2が 

漏洩して 

酸欠が心配 

不活性ガスと言うとN2 やArが思いつくと思いますが、 
N2など窒息性の危険性があります。  

設備の内部をN２パージしています 

酸素濃度計による測定 

酸素欠乏症等防止規則  一部抜粋 

（換気） 

第五条  事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を 

従事させる場合は、空気中の酸素の濃度を十八 

パーセント以上に保つように換気しなければならない。 

酸素濃度は、 

18%以上 

あるかな？ 
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21. 保護具の保管に関する注意事項について 

薬液を使用する際のエフテロン手袋 

エフテロン手袋の保管方法に注意してください。 

使用後、水洗いしてから必ず指先を 

下にして吊るして保管してください。 

耐薬液用手袋の先には、薬液が付着しています。 

× 

手袋の先に付着 

していた薬液が 

いつの間にか 

手袋の入り口に 

回り込んでいます。 

次に使用する時に 

薬液は、手袋の中 

× 

現場のテーブルにポツーンと置かれた防毒マスク 

吸収缶は、活性炭の吸着現象を利用して、環境中の空気から 

有害ガス・蒸気を除去するもの。 

吸着能力は、有限であり、ある量の有害ガス・蒸気を吸着すると 

吸収缶の飽和現象が起こり、有害ガス・蒸気が通過してしまう。 

この現象を「吸収缶が破過する」という。             

 
吸収缶 

防毒マスクは、使用後、そのまま放置しないで、空気と遮
断できる完全密閉袋に入れて空気に触れないよう保管し
てください。 

テーブルの 

上に 

そのまま 

放置 

正しい 

掛け方 
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株式会社 エヌ・エス・エス業務紹介 

お問い合わせ先 

株式会社 エヌ・エス・エス 

本 社  

〒650-0034 神戸市中央区京町83番地  

KDC神戸ビル904  

TEL：078-325-2664  

FAX：078-325-2665  

株式会社エヌ・エス・エスは、各種産業機器に対する様々な安全審査・試験を 

行う第三者機関です。LCD、PV、半導体製造装置を主とした産業機器の 

安全評価、コンサルティング、試験等のサービスをご提供しております。 

東京オフィス  

〒108-0023 東京都港区芝浦3-15-2 山本ビル5F  

TEL：03-6809-5401  

FAX：03-6809-5405 sales@nss-limited.com  

SEMI S2/S8適合評価 

SEMI S6トレーサーガス試験 

IH試験 

リスクアセスメント及び軽減方策提案 

CE評価（機械指令・低電圧指令・EMC) 

火災リスクアセスメント 

フィールド審査 

マニュアル作成及び技術翻訳 

防爆・防火/ATEX評価 

HAZOP検証・解析 

コンポーネント評価・試験 

フォルト・ツリー解析 

FMEA解析 

非電離/電離放射線調査 

電力システム解析及び試験 

危険警告ラベル作成/販売 
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ＩＳＯ 12100の視点における 

 危険有害性による危険源への安全方策 

本発表にあたり、以下の方々に多大なる御協力を、頂きました。 

この場を、お借りして感謝の意を表します。 

ご静聴、誠に有難うございました     

                                                         株式会社 エヌ・エス・エス  内藤 

 

株式会社 荏原製作所  

  精密・電子事業カンパニー CMP事業部 様 

明治大学  理工学部  情報科学科         様 

中央労働災害防止協会               様 

日本機械工業連合会・標準化推進部        様 

（順不同） 
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