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化学物質等の安全な取り扱い

株式会社高純度化学研究所

• はじめに
• 第１章 ｢安全の維持管理｣の方法
• 第２章 化学物質の取り扱い事例
• 第３章 防具・保護具の事例
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1.｢安全の維持管理｣に対する基本的な考え方
＋

2.｢安全問題｣の察知（気付き）の手法・方法
↓

効果・結果・現象が著しく異なる

はじめに

• 化学物質情報を検索し易いWebサイト
nite 製品評価技術基盤機構化学物質管理分野HP
http://www.safe.nite.go.jp/index.html
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化学物質等の情報を読むために

• 使用されている語句の意味･凡例を確認
し混用誤用しないように注意が必要

例①薬品Ａは、水に溶け易く、
エタノールにやや溶け易く
トルエンに溶けにくい

例②危険物とは・・・危険な物質のこと？
毒物および劇物 毒劇物と省略？

例③表示は？ or
例④ この法律は、
保健衛生上の危害防止を目的として・・・

医薬用外毒物 毒物医薬用外
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•例① ｐＨ ペーハー → ピーエイチ

•例②ｍｌ → ｍＬ併用可 １ｌと１Ｌでは？

•例③重量→ 質量

•例④ Ｎ(規定度) → Ｍ(モル濃度 mol/L)

SI単位移行への対応等 1992(H4)年改正計量法

化学物質等の情報の変化

• 表現・単位は日々変化
• 改訂や変更，混用・誤用に注意
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①最初の最重要課題：｢４Ｓ・５Ｓ活動｣

②ハインリッヒの法則とＫＹ活動
～ヒヤリ･ハット事例の共有と見える化

③知識＋経験＋気付き力→安全の維持
気付き力＝先行対応力＝リスク回避力

第１章

｢安全の維持管理｣に対する
基本的な考え方
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安全管理直結の最重要項目
４Ｓ・５Ｓ 活動

•概念や想いではなく
具体的な行動をすること

→整理する整頓する
清潔にする清掃する躾る

→今日やったことを必ず記録
→法律遵守以前の重要な活動
→別の意味での

生活習慣病予防
→５Ｓができれば

安全管理の９割が完了

整理･整頓･清潔･清掃･躾

MT16-001
be with our ”Blue-elements”

株式会社高純度化学研究所 KOJUNDO CHEMICAL LABORATORY CO., LTD.
7/47

４Ｓ＋５番目のＳ：躾とは

そして５番目必須のＳ：躾（しつけ）
• 誰かに教育してもらうものではなく
• 誰かに躾けしてもらうものではなく
→ 自らが、自らを躾けるという意味
周囲に目が無くてもきちんと守る

研究者・技術者のプライド・沽券に関わる
（沽券＝人の値打ち、品位）
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 一日の実験終了時に、
有機溶媒や劇物試薬を実験台の上に放置

 棚やロッカーの上が、いつの間にか物置に

 スパナ・ペンチが見当たらず、工具探し

 危険物貯蔵所・ガス庫の鍵がない、人捜し

 人が見ていないから、廃液を流しに放流

 これくらいはゴミ箱に捨てても ･･･
やがてゴミ箱から白煙が ･･･ 等々

５Ｓ不足の警告事例
皆さんの周囲で発生していませんか？
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ハインリッヒの法則 Heinrich's law

1件の重大災害の裏には、

29件のかすり傷程度の軽災害があり、

その裏には300件もの「ヒヤリ・ハット」

した（危うく大惨事になる）傷害のない

災害が発生している

1：29：300の法則
1929年発表 ある工場で発生した労働災害5000件余を統計学的に調べ帰納的に導き出された論文

Herbert William Heinrich（1886年 - 1962年）
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このピラミッドの他に幾千件もの事例。気が付きにくい、気が付いていない、

人の問題｢不安全行動｣：物の問題｢不安全状態｣＝９：１

ハインリッヒの災害ピラミッド

３００ ←ヒヤリ・ハット事例

２９ ←軽傷になった事例

←生命に影響する重大事例１
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• 安全パトロールでの具体的な指摘項目
どこで、何が、どのような状態を発見、
こうなると、どのように危険 → 先行対応

ＫＹ活動：危険(リスク)予知

• ヒヤリ・ハット事例を収集
↓

• リスクを｢見える化｣・｢分析｣
↓

• 事前に方策を実施してリスクを回避
危険予知力､予防措置力､先行対応力を磨く
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１．化学物質の性状を知る

２．有機物質の性状とその影響

３．金属及びその化合物の反応

４．混ぜるな危険・混触注意

５．見えない化学物質に注意

第２章

リスクの察知・気付きのヒント

化学物質等の取り扱い事例
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化学物質の性状を知る-1
•燃焼の三(四)要素 →  AND要素
可燃物 and

酸素供給源 and

熱源 (and点火源)

•消火の三(四)要素 →  OR要素
可燃物除去 or

窒息 or

冷却 (or抑制不触媒)

•取扱、保存、処理、廃棄の方法に直結
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化学物質の性状を知る-2

有機化合物の性状とリスクの関連性

① 極性の有無 → 静電気・帯電性に影響
② 脂溶性(非水溶性)と水溶性

→火災時の延焼、消火容易性に影響
③ 大気比重 重い軽い→排気･引火に影響
④ 反応性の程度→易酸化性→燃え易い

→消火剤との反応判断
⑤ 臭いの有無→漏洩時発見容易性に影響
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硝酸塩と有機物質を加熱
→急激な有機物質の酸化分解（燃焼・爆発）

有機成分が残留する物質を純酸素で酸化
→急激な有機物質の酸化分解（燃焼・爆発）

反応注意事例-1
①硝酸Inと有機溶媒の加熱反応中フラスコが破裂
粉々に砕けて部屋中の蛍光灯までが破損

② 金属アルコキシドと有機酸塩を混合→加水分解

複合酸化物を合成 電気炉+ガラス管+100%酸素
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反応注意事例-2
③ SiH(OC2H5)3 ﾄﾘｴﾄｷｼｼﾗﾝ 使用済容器の残
留物回収品が大気接触により自然発火・爆発

＜何が起こったか＞
トリアルコキシシランの「不均化反応」により
モノシランガスが生成した
6SiH(OC2H5)3

→  SiH4 ＋ SiH2(OC2H5)2 ＋ 4Si(OC2H5)4
OC2H5 H OC2H5 OC2H5
|                           | |                          |

HーSiーOC2H5 HーSiーH HーSiーH    H5C2OーSiーOC2H5
|                           | |                          |
OC2H5 H OC2H5 OC2H5
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反応注意事例-3
④有機金属試薬の漏洩火災

t-BuLiを分取中プランジャーが外れ漏洩
→ 衣服に飛んだt-BuLiと大気の接触・発火
→ 火傷により２週間後に死亡

t-ブチルリチウム漏洩 2008年12月 米国UCLAで発生した学生の死亡事故
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反応注意事例-4

⑤ 有機金属化合物火災（大阪）
アルキルアルミニウム工場火災
水素化反応容器に前合成物が残留

・有機金属化合物は、難消火物→禁水物質
大気接触で酸素と反応し発火する物が多い

・燃え尽きるまで手が出せず、消火活動が
できない場合が多い。

・小規模ならば後述の「消火砂」が有効。
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反応注意事例-5

⑥ 有機金属化合物の反応事故（Ａ大学）
酸化亜鉛ＺｎＯ微粉末の合成中爆発
Zn(C2H5)2ジエチル亜鉛100%を水中にバブリング
→水が吸い込まれジエチル亜鉛SUS容器が吹き飛び
鉄筋コンクリートの壁に食い込んだ

• 禁水物質を水と直接反応させた例
→反応性、危険性を全く考慮していない
• アンモニアガスをバブリングする場合も

→溶解や反応消費により逆流が発生する
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• 予兆がある：酸化－発熱 燃焼－発煙

• ｢爆発｣は予兆がないことが多い
→予兆がない爆発は、絶対に避けなければ
ならない事故(対処や避難ができない)

→人命に関わる大規模事故、重傷に至る

金属及びその化合物の粉末

• 金属粉末と大気(酸素)との接触による
急激な酸化反応(燃焼,爆発)の事例が
たいへん多い
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金属火災事例-1

2012年5月22日午前2時50分ごろ
岐阜県土岐市再生マグネシウム倉庫の火災

•出典news.livedoor.com
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金属火災事例-2

マグネシウムに引火？2014年5月13日午後4時15分ごろ
金属加工会社で火災 ８人重軽傷 東京・町田

•出典msn産経ﾆｭｰｽ
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金属及びその化合物の反応-1

① 金属燃焼注水注意
金属Mg火災の注水例

② 金属窒化物注水注意
MxNyの注水例

③ 活性な合金と水の反応例
Mg-Ba合金と水の反応
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＜何が起こったか＞
2Al + Fe2O3 → 2Fe + Al2O3
テルミット反応
thermite process (reaction) 
発生する熱は、851.5kJ/mol

AlとFe2O3の組み合わせに限らない

金属及びその化合物の反応-2
④Al粉とFe2O3粉を混合，着火燃焼
２４００℃～３０００℃の高発熱を
伴い、火花を吹きながら急激な燃焼

第一学習社様HP
ed-icp DVD教材
サンプルより
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金属火災消火用乾燥砂

• 金属の燃焼は高温になり
しかも禁水

• 乾燥した砂を掛けて
窒息消火を行う

• 金属火災用消火器も
有効
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爆発：絶対に避けなければならない事例

① 金属ナトリウムの失活処理
ドラフト中、水バケツで処理
→発生水素に引火、爆発：大学の実験室で負傷

② 金属イットリウムとイソプロピルアルコール
の直接反応後、溶液と反応残渣を濾過分離中
→濾過後濾渣が大気に接した瞬間､発熱発火

③ 金属マグネシウム溶解後､
溶解炉の清掃作業中掃除機が爆発 → 粉塵爆発

突発的な爆発は､防御や避難･回避する猶予がない最悪事例
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事例 粉体混合時の粉塵爆発

↑ポリ袋中不活性ガス置換
を忘れ、大気雰囲気で合
金用粉末を混合

←爆発発火､火の粉が散乱
已むを得ずABC消火器
を使用
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粉塵爆発のメカニズム
メモ書きとして残しますので内容を確認してください。

①空中浮遊粉塵が燃焼し、継続して伝播し起きる。

②大規模のものが爆発、小規模は発火

③粉塵の粒子間距離が開きすぎていると、燃焼が伝播せず、
爆発が起きない。近すぎると酸素が不足して燃焼しない。
爆発が発生する最低/最高の密度を、爆発下限/上限濃度と呼ぶ。

粉末(表面積)に対する酸素の割合が高いと危険

④少量の粉末だからといって安心しない。

⑤小麦粉や石けんなどの有機物、金属粉末、カーボンのよ
うな粉末でも粉塵爆発は発生する。

⑥表面に酸化膜が形成されない種類の金属の微粒子は、空
気に触れただけで発火する場合もある。
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粉体取扱事例：粉塵爆発防止
• 写真上-左
酸ドラフト用＝粉体×
：樹脂製ダクト

• 写真上-右
金属製ダクト＝粉体○
：静電気着火を防ぐ
導電性の金属ダクト

• 写真下
粉体用ドラフトの例
：SUS製天板と脚部に
アースボンディング
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＜何が起こったか＞
ドラムの内部に塩化ホスホリルが残留
加水分解による急激なガス発生反応
噴出成分は、塩化水素と燐酸であった

混ぜるな危険-1
① POCl3（塩化ホスホリル）使用済ドラム
屋外で水洗しようと注水した後
ドラム缶内から蒸気が噴出
周囲の人間、駐車中の車、建物に強酸性粘
張性物質（燐酸）が降り注いだ
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＜何が起こったか＞
次亜塩素酸ナトリウム ＋ 酸 → 塩素ガス
NaClO + 2HCl → NaCl + H2O + Cl2↑

混ぜるな危険-2

②酸との混合で、有毒なガスが発生し被毒
家庭で発生した悲しい化学物質混合事例

漂白剤＋トイレ洗浄剤

•同様事例：シアン化カリウム＋酸 他
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ハロゲン系溶剤＋アルカリ金属やアミン
→短い誘導期を経て

急速な激しい反応が起こる

混ぜるな危険-3

③ハロゲン系有機溶媒とアルカリ金属
CH2Cl2,CHCl3,CCl4の脱水に
Naプレスを使用してはならない
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混合・希釈で発熱を伴う物も要注意
→混ぜるとき注意

濃硫酸＋水，酸＋塩基による中和
水酸化ナトリウム＋水 など

混ぜるな危険-4

• 水と金属ナトリウムの混触

• n-BuLiとプロトン性溶媒の混触
• KMnO4と硫酸の混触
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臭いが無く、目に見えない窒息性ガス
閉鎖された環境(エレベータ，低温倉庫,
クリーンルームなど)の事故が多い．
状況確認無しで助けに飛び込むのは危険

見えない化学物質-1

① 液体窒素が入った搬送容器と
エレベータに乗ってはならない
＊途中階からの同乗不可表示も必要
＊液体窒素使用時は冬期寒くても換気
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見えない化学物質-2

② 広口ジュワー瓶に液体窒素を放置
酸素が液化されて危険

青味を帯びた液体窒素は
酸素の凝縮･液化を疑う

N2 O2 O3
b. p -196℃ -183℃ -112℃
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見えない化学物質-3

③間違った使用での事例

北海道の大学
低温環境研究室の室温が上昇

液体窒素を研究室の床にまいた
窒息により助手と院生２名死亡

＊ドライアイスでも同様な事例あり
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• ガス漏れを｢見える化｣
作業室外廊下側面に
設置
ガス濃度測定器兼
ガス検知警報器

• 下左から
Ｏ２、Ｈ２Ｓ、Ｈ２

ガス濃度表示警報器

• 上部は、ガス使用箇所
から吸入監視

見えない化学物質-4
MT16-001

be with our ”Blue-elements”
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＜何が起こったか＞
有機溶剤による急性中毒(吸入・経皮)
臭いは、環境濃度と必ずしも一致しない

見えない化学物質-5

④ メチルセロソルブ（エチレングリコールモノメ
チルエーテル）を溶剤として使用缶出しの際
にうっかり作業服にこぼし染み込んだが、臭
いが薄いのでそのまま昼食時間を迎えたと
ころ突然食堂で倒れた
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見えない化学物質-6

⑤ナノマテリアルの曝露防止
• ナノマテリアルは、ウイルスよりもサイズが小さい。
その曝露影響もまだはっきりしていない
ガイドラインを省庁より公開中

• ナノマテリアル曝露防止ガイドライン
「ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予
防的対応について」
平成21年3月31日厚生労働省労働基準局長通達
• 日本粉体工業技術協会編 日刊工業新聞社発刊
書籍「ナノ粒子安全性ハンドブック」

MT16-001
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1. 化学物質の性状を知ってリスク回避

2. 有機物質･･･強酸化剤，過酸化物に注意

3. 金属粉末･･･活性表面の急激な酸化に注意

4. 粉体取扱･･･粉塵爆発注意アースを確保

5. 禁水物質･･･窒息消火は乾燥砂が有効

6. 保存注意･･･自己反応で爆発性物質が生成

7. 見えない・臭わない化学物質に注意

第２章取扱事例のまとめ
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１．ナノマテリアル用防塵マスク

２．全面マスクと吸気ボンベ

３．顔面保護シールド面

４．ガラス切創(切り傷)防止手袋

第３章
防具・保護具の例

MT16-001
be with our ”Blue-elements”
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保護具例-1
ナノマテリアル用防塵マスク

• ナノマテリアル曝露
防止用防塵マスク
性能区分「ＲＬ３」

• ナノ粒子捕集効率が
99.9%以上
（国家検定合格品）

その他の保護具は、中央労災防止協会編著の
「保護具ハンドブック」などの書籍に詳細
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①目鼻口の保護

②金属燃焼時の蒸気吸入防止

③窒息性ガス雰囲気で活動

保護具例-2
全面マスクと吸気ボンベ

＜ライフゼム＞

MT16-001
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• ヘルメット装着
保護シールド面

• 顔全面を保護する

• めがね着用、
カートリッジ式吸気
マスク着用も可能

• 保護めがねよりも
安心感がある

保護具例-3
顔面保護シールド面
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• 薄手の革手袋で
一双千円程度と安価

• ケブラー手袋なども
テストした結果選択

• 使用感が良い
浅い切創防止は十分

• 濡れた物は扱えない

保護具例-4
ガラス切創(切り傷)防止手袋
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弊社取扱品目のご紹介
“Blue-elements” 水色枠の元素及びその化合物を
取り扱っております．
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ご静聴いただきまして、ありがとうございました

Thank you for your kind attention.

Tall Oaks grow from little Acorns.
Dr. Herbert C. Brown (Purdue univ.)

本編の一部は，筑波大学環境安全管理室様より資料のご提供をいただきました．


