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Ⅰ．目的 

 本手順書は、早稲田大学における教育研究活動の推進と良好な環境維持のため、高圧ガスの管理場

所や数量の把握、高圧ガスの注文から廃棄に至るまでの流れ等、高圧ガスの管理に関して必要な事項

を明確にすることを目的とする。 

 

Ⅱ．適用範囲 

 本手順書の記載事項は、早稲田大学内において高圧ガスを管理し、取り扱うすべてのキャンパスあ

るいは附属機関等（以下「箇所」という。）に適用する。 

 

Ⅲ．対象となる高圧ガス 

本手順書において管理対象となる高圧ガスは、高圧ガス保安法第２条に定める高圧ガスに該当し、

かつ教育研究活動で取り扱うものとする。 

高圧ガス保安法第２条における「高圧ガス」とは以下のものを言う。 

①常温の温度または 35℃で圧力が１MPa 以上となる圧縮ガス（圧縮アセチレンを除く） 

②常温の温度または 15℃で圧力が 0.2 MPa 以上となる圧縮アセチレンガス 

③常温の温度または 35℃で圧力が 0.2 MPa 以上となる液化ガス 

④その他、35℃において圧力が零 Pa を超える液化ガスのうち液化シアン化水素、液化ブロムメチ

ルまたはその他の液化ガスであって、政令で定めるもの 

 

Ⅳ．高圧ガス管理体制 

（１）化学物質管理責任者 

 化学物質管理責任者（以下「管理責任者」という。）は、教育研究を行うためにその教育研究課

題に応じて高圧ガスを購入する。管理責任者は、研究室等における高圧ガスの保管状況や、高圧ガ

スの購入状況を把握しなければならない。また、研究室等において高圧ガスを取り扱う場合、事故

等を未然に防ぐために、高圧ガス保安法を順守し、また、「Ⅵ．高圧ガスの取り扱いについて」の

記載事項が適切になされるよう努めなければならない。 

 

（２）高圧ガス保管情報管理窓口 

高圧ガス保管情報については、箇所毎に設置された高圧ガス保管情報管理窓口において、窓口担

当者が Web を用いて管理する。 

窓口担当者は窓口管轄箇所長が任命する。高圧ガス保管情報管理窓口一覧（表１）については、

学内の高圧ガス取扱者に対して公表されなければならない。 

窓口管轄箇所長は、高圧ガス納入業者に対し、本学の高圧ガス管理手順に沿うように協力を要請

しなければならない。 



表１．高圧ガス保管情報管理窓口一覧 

箇所名 窓口管轄箇所 高圧ガス保管情報管理窓口 

西早稲田キャンパス 教育・総合科学学術院 自然科学部門共通事務室（6号館-205）

大久保キャンパス 理工学術院 熱工学・流体実験室管理室（58 号館-125）

所沢キャンパス 所沢総合事務センター 技術管理室（100 号館-208） 

研究開発センター 研究開発センター 
研究開発センター総合事務所 

（120-2 号館-101） 

材料技術研究所 材料技術研究所 材料技術研究所事務室（42-1 号館-106）

理工学術院総合研究所 

（喜久井町キャンパス） 
理工学術院総合研究所 

第一研究棟 事務管理室 

（41-1 号館-1-03） 

情報生産ｼｽﾃﾑ研究科 

（北九州） 
情報生産ｼｽﾃﾑ研究科 

情報生産ｼｽﾃﾑ研究科・研究ｾﾝﾀｰ事務所 

（201-46 号館 N棟-157） 

高等学院 高等学院 化学科実験室（71 号館-302） 

本庄高等学院 本庄高等学院 化学実験室（92-3 号館-201） 

本庄キャンパス 環境総合研究センター 
環境総合研究センター事務所 

（93 号館-101） 

 

（３）緊急時担当者 

緊急時の高圧ガス保管情報については、戸山防災センター及び８号館防災センターの緊急時担当

者が取り扱う。 

 

（４）化学物質安全連絡員 

 化学物質安全連絡員は、管理責任者の指示を受け、以下「Ⅴ．高圧ガス管理の具体的な手順」が、

高圧ガスのもれなく円滑に行われるよう率先して努めなければならない。また、高圧ガス保管情報

管理窓口との連携を密にし、保管情報の整備に努めなければならない。 

 

（５）定期点検 

箇所長は、管理責任者に指示して、定期点検を少なくとも年に１回、「Ⅴ．高圧ガス管理の具体

的な手順」が順守されているかどうかの確認を行わせなければならない。 

管理責任者は、点検を実施しその結果を箇所長に報告しなければならない。 

 

（６）緊急時の措置について 

化学物質による事故その他の緊急事態（以下「事故等」という。）が発生し、１１９番へ通報し

た場合、緊急時担当者は事故等発生箇所の高圧ガス保管情報を現地消防署員へ提出しなければなら

ない。緊急時の具体的な手順については、別に定める緊急時対応手順書によるものとする。 

 

（７）高圧ガス保管情報の取扱いについて 

窓口担当者および緊急時担当者は、高圧ガス保管情報管理の業務の履行上知り得た情報は秘密情

報としてその保持に努めなければならない。ただし、以下のいずれかに該当するときはこの限りで

はない。②、③に関しては、事後に本人に通知しなければならない。 

①本人の同意があるとき。 

②法令の定めがあるとき。 

③個人の生命、身体または財産の安全を守るために緊急的必要があるとき。 

また、窓口担当者については原則的に本学の教職員とするが、学外者に委託する場合には、窓口

管轄箇所長はその学外者に対し秘密情報の保持に関する同意書に署名させ、秘密保持に努めるよう

指導しなければならない。緊急時担当者のうち、委託警備員についても同様とする。 

 

Ⅴ．高圧ガス管理の具体的な手順 

  別紙（早稲田大学高圧ガス管理手順（高圧ガスの注文から納入までの流れ））に記載する。 

 



Ⅵ．高圧ガスの取り扱いについて 

（１）高圧ガス取扱い上の注意事項 

＜運搬＞ 

・ボンベには必ずバルブ保護用キャップを付け、ボンベ専用台車を使用する。 

・ボンベ専用台車を使用することができない場所でボンベを運搬する場合には、ボンベをわずかに

傾け、保護用キャップがはずれないよう留意しながら底のふちで転がす。ボンベを引きずったり

横にして転がしてはならない。 

＜貯蔵＞ 

・部屋の出入口付近に、室内で貯蔵するガス種を必ず表示する。 

・ボンベは、必ず立てて保管し、鎖等で上下２箇所以上を固定するなど、適切な転倒防止措置を講

ずる。 

・直射日光、雨風のあたらない場所で貯蔵すること。また貯蔵場所は原則として火気厳禁とする。 

＜消費＞ 

・バルブは必ず緩やかに注意深く開閉する（急激に開閉を行うとガス摩擦で発火する可能性がある）。

塩素・酸素ボンベのようにバルブがスピンドルタイプのボンベについては、専用の開閉器（Ｉ型

両用ハンドル）を使用して開閉する。ガス使用中は、緊急遮断を行うことができるよう開閉器を

ボンベに取り付けたままにしておくことが望ましい。 

・ボンベの安全弁には決して手を触れてはならない。 

・ガスの消費に際しては、石けん液等を用いて、ボンベの接続部分からの漏れがないことを確認す

る。 

・ボンベからボンベへのガスの移しかえは高圧ガスの製造行為に該当するため、適切な施設以外で

は決して行ってはならない。なお、本学では高圧ガスの製造設備を保有していないので、製造に

当たる行為は禁止する。 

 

＜その他＞ 

・ボンベを新たなものと交換する場合には、必ずボンベのバルブを閉めてから作業を行う。 

・高圧ガス保安法により保有できる高圧ガス貯蔵量に規制がある（１事業所あたり 300ｍ3）ため、

小型ボンベを使用するなど、保管量が必要最小限となるよう努める。 

・毒性の高いガスを使用する場合には、十分な知識を持って取り扱う。また非常時に備え、当該ガ

スに適した防毒マスクを用意しておく。また、長期間にわたりガスの使用を中断する場合には、

ガスボンベの長期保管を避け、高圧ガス納入業者に返却すること。 

 

（２）圧力調整器（減圧弁）取扱い上の注意事項 

 圧力調整器とは高圧ガスを適切な圧力に減圧し、かつ一定の圧力で使用することができるように

調整するためのものであり、減圧弁とも呼ばれている。種類はさまざまであるので、使用目的やガ

スの種類に応じて選ぶ必要がある。 
 圧力調整器を取り扱うにあたっては、特に以下のことに注意して使用しなければならない。 

・圧力調整器各部に油等を用いたり、あるいは圧力調整器を油の付着した手や手袋で取り扱わない。 

・取り付けネジのサイズ、規格、パッキングの材質の適否を調べてから使用する。 

・圧力調整器を高圧ガスボンベに取り付ける前に、ブロア等を用いて容器弁充てん口のまわりに付

着している水分、ほこりを除去する。 

・圧力調整器の袋ナットは、専用のスパナを用いて締め付ける。 

・圧力調整器装着後、高圧ガスボンベのバルブを開く前に、２次側にガスが出ないように２次圧弁

を全閉にする(ネジを左に回してゆるめておく)。 

・本体、配管系の接続部等に漏れがある場合には直ちにバルブを閉め、ガスが完全に排除されたこ

とを確認後、点検、増し閉め、あるいは必要に応じてパッキングの交換を行う。 

・２次圧力の調整限度は、最大目盛の２／３を目安とする。通常は目盛の１／２程度以下でガスを

使用することが望ましい。 

・常圧にしても圧力計の指針がゼロに戻らない場合は、圧力調整器に不備箇所があるので使用して

はならない。 

 



（３）高圧ガスの分類 

 高圧ガスの分類を表２，３に記す。 

表２．高圧ガスの容器に充填された状態による分類 

分類 主なガス例 

圧縮ガス 酸素、水素、アルゴン、ヘリウム、メタン、その他各種スパンガス類 

液化ガス 塩素、アンモニア、炭酸ガス、液化石油ガス 

溶解ガス アセチレン 

 

表３．高圧ガスの性質による分類 

分類 主な性質 主なガス例 

可燃性ガス 
点火すると燃えたり、空気と混合して、爆発性

の混合ガスを形成する。 

水素、エタン、エチレン、プロ

パン、一酸化炭素 

不燃性ガス 
可燃性ガスのように燃える恐れはないが、吸入

した場合、酸素欠乏による窒息が起きる。 

窒素、ヘリウム、ネオン、フロ

ン、二酸化炭素 

支燃性ガス 
それ自体は燃えたり、爆発する恐れはないが、

燃焼を支え火勢を強め、激しく燃焼させる。 
酸素、空気 

毒性ガス 
吸入すると中枢神経麻痺、けいれん等を起こす。

高濃度ガスを吸入すると極めて危険である。 

アンモニア、一酸化炭素、塩化

水素、硫化水素 

 

（４）高圧ガス容器の表示と刻印について 

 高圧ガス容器の表示および刻印について、それぞれ表４および図１に示す。 

表４．主な高圧ガス容器の塗色と文字の色について 

高圧ガスの種類 容器の塗色 文字の色 「ガスの性質」とそれを示す文字の色

酸素ガス 黒色 白色  

水素ガス 赤色 白色 「燃」白色 

可燃性ガス ねずみ色 赤色 「燃」赤色 

可燃性、毒性ガス ねずみ色 赤色 「燃」赤色、「毒」黒色 

毒性ガス ねずみ色 白色 「毒」黒色 

その他のガス ねずみ色 白色  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．高圧ガス容器の刻印 

 

SHP    O2 
ABC   23456
 V    40.5 
 
 W    65.2 
     4.2002 
 TP   250 
 FP   150 

容器製造者符号 
容器記号 充填ガスの名称 

容器番号 

容器内容積（㍑） 

容器重量（kg） 

耐圧試験圧力（kg/cm2） 

最高充填圧力（kg/cm2） 

耐圧試験年月日（製造時）



（５）特殊材料ガス、特定高圧ガス 

 燃焼性（爆発性）・毒性・腐食性のような危険性が比較的大きい高圧ガスについては、高圧ガス保

安協会において「特殊材料ガス」として定めている（表５．特殊高圧ガスを参照）。特殊材料ガスは、

高圧ガス保安法以外に、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法、消防法等の規制を受けるものも存在

するので、この点を十分に考慮した上で使用する。 

表５．特殊材料ガス（全３９種） 

分類 主なガス例 備考 

シリコン系 モノシラン、ジクロロシラ

ン、四塩化ケイ素、ジシラン

モノシラン、ジシランは自然発火性。 

ヒ素系 アルシン、フッ化ヒ素（Ⅲ、

Ⅴ）、塩化ヒ素（Ⅲ、Ⅴ） 

 

リン系 ホスフィン、フッ化リン（Ⅲ、

Ⅴ）、塩化リン（Ⅲ、Ⅴ） 

ホスフィンは自然発火性。 

ホウ素系 ジボラン、三フッ化ホウ素、

三塩化ホウ素 

ジボランは分解爆発性。 

金属水素化物 セレン化水素、モノゲルマ

ン、水素化スズ 

可燃性（爆発範囲が 1％～100％近くまでと非

常に広い等、爆発の危険性が大きい。） 

ハロゲン化物 三フッ化窒素、塩化スズ

（Ⅳ）、塩化モリブデン（Ⅴ）

不燃性。大部分が水と容易に反応し、ハロゲ

ン化水素を発生し、腐食性を示す。 

金属アルキル化物 トリメチルガリウム、トリメ

チルインジウム 

可燃性。室温で自然発火する。 

 

 ガスの消費に際し、災害の発生を防止するため特別の注意を要するものについては、高圧ガス保安

法において「特定高圧ガス」として定めている（表６．特定高圧ガスを参照）。特定高圧ガスの消費

にあたっては、以下の規制を順守しなければならない。 

・特定高圧ガスを消費する旨の知事への届出 

・法令で定められた特定高圧ガス消費設備の整備 

・特定高圧ガス取扱主任者の選任 

・定期自主検査の実施 

・ガス使用者への保安教育の実施 

 

表６．特定高圧ガス 

・モノシラン 

・ジシラン 

・アルシン 

・ホスフィン 

・ジボラン 

・セレン化水素 

・モノゲルマン 

・水素や天然ガスなどをある一定量以上貯蔵または消費する場合 

 

 特殊材料ガスあるいは特殊高圧ガスを新たに使用しようとする場合には、必ず高圧ガス保管情報管

理窓口へ連絡すること。 

 

（５）高圧ガスの製造 

 高圧ガスを１MPa 以上の圧力に減圧して使用する場合等、高圧ガス保安法で定める高圧ガスの製造

を行うにあたっては、以下の規制を順守しなければならない。 

なお、本学では高圧ガスの製造設備を保有していないので、製造に当たる行為は禁止する。 

 



早稲田大学高圧ガス管理手順（高圧ガスの注文から回収までの流れ） 

 

 

１．高圧ガス注文方法 

管理責任者あるいは管理責任者の指名を受けた者は、以下の２通りの方法のいずれかによって注文す

る。 

①高圧ガス納入業者（以下「業者」という。）へ連絡し、発注者名、研究室名、高圧ガス保管場所、注

文する高圧ガスの種類と本数を伝えることにより注文を行う。連絡手段は、電話、FAX、E-Mail のい

ずれかとする。業者は、納入する前に、高圧ガス管理表（複写式）（A）票に必要事項を記入しておく。 

②各箇所で定められた注文窓口があれば、高圧ガス管理表（A）票に必要事項を記入し、注文窓口へ提

出する。高圧ガス保管情報管理窓口担当者は、注文窓口に提出された高圧ガス管理表を業者に渡すこ

と。 

 
２．高圧ガス納入 

業者は、高圧ガスの使用等を行う研究室および実験室（以下「研究室等」という。）にガスボンベを

納入する前に、高圧ガス保管情報管理窓口に立ち寄ることとする。このとき、管理窓口は、業者から記

載済みの高圧ガス管理表を受け取り、その内容と実際に納品された高圧ガスとを照らし合わせ、高圧ガ

ス入庫手続きを行う。管理窓口は、高圧ガス管理表（B）票を保管し、また、管理表（C）票を納入され

た高圧ガスボンベに添付する。業者は、ガスボンベと添付された管理表（C）票とを研究室等へ納入す

る。 

 

３．高圧ガス保管状況の閲覧 

 管理責任者は、管理する研究室等で保有する高圧ガス在庫量等を Waseda-net ポータルから閲覧する

ことができる。また、研究室等に所属する者（学生を含む）については、管理責任者から ID を付与さ

れることによって、研究室等で保有する高圧ガス在庫量等を閲覧することができる。 

 

４．高圧ガス回収 

 業者は、空ボンベを回収する際に、高圧ガス保管情報管理窓口に立ち寄り、空ボンベに添付されてい

る管理票（C）票を提出する。管理窓口は、受け取った高圧ガス管理票と実際に回収されたガスボンベ

とを照らし合わせ、高圧ガス出庫手続きを行う。 

 



 

＜高圧ガスの注文から回収までのフロー図＞ 

 

 
 

高圧ガスの使用等を行

う研究室および実験室 

高圧ガス納入業者 

直接注文 

電話・FAX 
E-mail 

注文窓口（ポスト等）

窓口注文 管理表(A)票

業者巡回  

納入 

高圧ガス保管情報管理窓口 

管理表(B)票（管理窓口用を提出） 
管理表(C)票（ボンベに添付） 

高圧ガス納入業者 

搬出 
高圧ガス保管情報管理窓口 

管理表(C)票（管理窓口へ提出）

注文日 05.11.5 
研究室名 ○○研究室 
注文者 ○○ 
納品場所 55S-B1 12 
種類 He 
量 7m3 
備考  
 

高圧ガス管理表（複写式） 

管理表(A)票（注文用） 

管理表(B)票（管理室用） 
管理表(C)票（ボンベ用） 

高圧ガスの使用等を行

う研究室および実験室 


