
KEKの

安全への取組み（1)
KEK では、高エネルギー加速器を用いた素粒子原子核と物質構造科学の国際的な研究拠点として、

国内外の多数の研究者・学生に実験施設を提供しています。 加速器や実験装置の建設・運転には、

沢山の企業の方々の協力も頂いています。

KEK の実験研究では、 高圧ガス、 高電圧装置、 化学薬品など、 使い方を誤れば事故の原因となる

ものも使用されています。 また、 加速器は、 運転に伴い放射線を発生します。

KEK では、 「健全な研究は、 安全を確保して初めて可能になる」の基本的考え方のもと、 研究者

や周辺地域の安全を確保するため、 様々な安全確保の取組みと体制整備を行っています。

安全管理体制 ・

安全委員会の活動
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KEKでは、具体的な安全の取り扱いを定めた危

害予防規程や関係法令等に基づき、各種取扱

主任者や安全責任者等を選任し、配置してい

ます。

また、KEKでは、機構長による機構の安全管

理の総括のもと、統括安全衛生管理者（担当

理事）及び各事業場の安全衛生管理者の統

括管理体制並びに安全委員会、安全衛生推進

室等を設置し、安全・衛生確保のための調査

を行い、施策を講じています。

これらの組織と現場担当者は、常に連携し、

講習、危険事象の情報共有、安全巡視、安全訓

練等を通して機構における安全確保に努めて

います。

安全委員会では、化学、電気、レーザー、高圧

ガス・クレーンの４つの専門部会を設け、専門

的な調査と実験室等の安全査察や実験装置の

安全審査を担当しています。

安全委員会の本会では、専門部会の代表者に

加えて、放射線安全など他の安全責任者等も

全て加わり、KEK全般の安全に関する審議等を

行っています。安全委員会の審議資料は KEK

全体に展開され、各研究所・施設等での安全意

識の向上に利用されています。

大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構





KEKの

安全への取組み（3)
ヒヤリハット事例集の作成及びヒヤリハット投書箱の設置

1件の大きな事故 ・ 災害の裏には、29件の軽微な事故・災害、

そして300件のヒヤリハット（事故には至らなかったもののヒ

ヤリとした、 ハッとした事例）があるとされており（八インリツ

ヒの法則）、重大事故や災害の防止のためには、ヒヤリハット（危

険事象）の段階で対処していくことが必要です。

KEKでは、職員のみならず広く外部ユ ー ザーや業者の方々に対

し、 キャンパス内各所に設置した 「ヒヤリハット投書箱」へ報告

を求めるとともに、 想定される危険事例と報告のあった事例等

を掲載した「ヒヤリハットポケット集」を作成 ・ 配付し、安全に

対する意識の向上に努めています。

こうした取組みにより、日常の中での安全 ・ 衛生に関する意識

の高揚に努めるとともに、 集められた各ヒヤリハット要因と複

数のヒヤリハットの背景要因を分析し、 安全管理計画に反映さ

せています。

『安全・衛生週間』の実施     ・

『緊急時対応手順書』の設置
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KEKでは、安全文化の醸成の取組みの一環として、職員の他、 

KEKで働く共同利用研究者、学生、役務契約会社職員も対象に

「安全・衛生週間」（平成26年度は「安全・法令遵守週間」）を実

施し、関連するイベントを集中的に開催しています（平成26年

度から実施）。

イベント内容は 「安全」に関連したテーマで外部講師による特

別講演会の他、安全関係責任者等を講師とした安全講習会、機構

産業医による健康をテーマとしたセミナー等を主会場のつくば

キャンパスと東海キャンパスとをTV会議で接続して開催して

います。併せて、心肺蘇生とAED講習会、安全への取組や健康

に関するパネル展示を行う等、安全への意識を深める取組みを

行っています。

KEKでは、 今後も継続して安全文化の醸成に取り組みます。

事故やケガ ・ 急病などの緊急時にどのような対応をすべきか、

発生時点には考えている時間的余裕はありません。

そのため、 つくばキャンパスでは、日本語版の他、英語版の 「緊

急時対応手順書』を作成し、 主な建物や実験室等に設置してい

ます。

また、外国人研究者向け「緊急時連絡先及び避難マップ」（英語

版下敷き）を作成し職員、外国人共同利用研究者、国際共同実

験グループ等に配付し、いざという時に備えています。
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入手（購入、持ち込み）と管理

洗浄廃水

許可されます。
廃水廃液が発生する化学薬品の使用は、



リスクアセスメント
取扱いの

また、一定の危険有害性のある化学物質については、その
危険性や有害性を特定し、作業者への危険又は健康障害を
生じるおそれの程度を見積り、リスクの低減対策を検討し
ています。

洗浄

排出

専門の処理業者に処理を委託しています。

　　（生活排水を含む）公共下水道 排水



高圧ガス安全（1)

加速器に必要な高い加速電場や強い磁場を得るために、 KEKは超伝導現象を応用した最先端技

術をさまざまな形で導入していますが、 そこにはヘリウムや窒素などの液化ガスを用いた極低温

冷却設備が必要です。 それらの設備は、 規模に応じて高圧ガス保安法の対象になります。 また、

規模が大きい空調機も、 冷凍設備として規制を受けます。KEKでは、 これら全ての設備を安全

に運用するため、 関係法令を遵守するとともに各設備責任者による点検と運転を続けています。

高圧ガス保安組織｛ 一般）

KEKの高圧ガス設備と配置
つくばキャンパスには、各加速器に付属している大型ヘリ

ウム冷凍機や2Kヘリウム冷却システム、共同利用実験ユー

ザーへ液体ヘリウムを供給するためのヘリウム液化機、あ

るいは大実験室の空調のための大型空調機システムが設置

されています。

高圧ガスの安全管理体制
つくばキャンパスには、５つの高圧ガス製造施設と４つ

の冷凍設備があります。

保安技術管理者の下、各設備には免許資格を有する設備

責任者（保安係員・冷凍保安責任者）が選任され、維持

運転を担当しています。

大型ヘリウム冷凍機や2Kヘリウム冷却システムでは、24

時間体制で保安係員が運転員と共に運転状態を監視し

ており、異常があれば直ちに停止、関係者へ連絡を取る

体制を取っています。

高圧ガス保安法の道守
KEKの研究者たちは最先端実験を行うために、世界に1つ

しかない実験装置を自分で設計し製作しなくてはなりませ

ん。そこではJIS規格にない材料や製作手法が必要になる

こともあり、国や茨城県に安全設計の指導を受けなが

ら高圧ガス保安法に従って進めています。

高圧ガス保安組織（冷凍）
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高圧ガス安全信）

高圧力
、

ス安全への取り組み

保安検査……………
毎年、加速器の夏期停止期間に合 わせて、高圧ガスの全設備
を停止して一斉点検を行います。配管や容器の非破壊検査だ

けでなく、 安全弁の動作確認や圧力計の較正なども行われま
す。最終的には、茨城県担当官による立会検査を受検します。

情報の共有 ・・

設備責任者たちは、毎月の打合せで、運転計画や技術・経
験情報とともに、高圧ガスに関わる知識・情報などを交換し

共有することで、安全確保へ向けて互いに注意を喚起しあっ
ています。

高圧力
、

ス保安教育…
KEKでは高圧力

、

ス関係者に以下の教育を毎年実施しています。

－高圧ガス設備に関係する全職員、関係会社を対象
にした保安教育を実施。一般職員も聴講が可能

－各設備毎に関係者を集めて保安教育を実施

－筑波学園地区の高圧ガス関係者を対象とした保
安教育。各研究機関が持ち回りで実施

－茨城県が主催する保安教育への参加

．保安係員講習の受講（5 年ごと）

設備の紹介…・……
KEKB・8kW 大型ヘリウム冷凍機
8kW(4.4K）の能力を持つヘリウム 
冷凍機。古くはトリスタン超伝導空
洞を、現在はSuperKEKB超伝導
空洞を冷却しています。

超伝導低温工学センタ ー ・
液体ヘリウム供給サー ビス

液化機能力：400は／時。年間約

10万はの液化ヘリウムを製造し、
供給申込みに応じて実験グルー プ
への供給を行っています。

物構研 ・ 液体窒素供給サー ビス

物質構造科学研究所には、国内外
の 大学・研 究機聞か ら年 間 約
3000人の研究者・学生が 実験の
ために来訪し、900課題にのぼる
実験が行われています。
これらの実験の測定試料や装置を 
冷却するための液体窒素を 供給し
ています。

Belle E超伝導電磁石用
ヘリウム冷凍機

Belle II粒子検出器には、15,000
ガウスの強磁場を発生する直径
3.4m、長さ4mの大型超伝導ソレ

ノイド電磁石が組込まれており、
240W(4.4K） のヘリウム冷凍機で

冷却を行います。

大型空調機設備

KEKB加速器には空調と冷却水維
持管理するための大型フルオ口

カ ーボン冷凍機が 16台稼働して
います。
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2013年5月23日、Ｊ-ＰＡＲＣ ハドロン実験施設におい
て、機器の誤作動によりごく短い時間に集中して陽子
ビームが取り出され、ビームで照射される金標的の一部
が損傷して放射性物質が周辺環境に漏えいする事故が
発生しました。

Ｊ-ＰＡＲＣセンターでは、事故を受けて、再発防止と安全
管理体制の強化に取り組みました。これらの対策の状況
について関係各機関、関連自治体、周辺にお住まいの地
元の皆様にご説明し、施設の運営と利用運転の再開につ
いてご理解をいただきながら、順次、加速器施設、物質・
生命科学実験施設（MLF）、およびニュートリノ実験施
設の運転を再開してまいりました。ハドロン実験施設に

ハドロン実験施設における事故を踏まえ 

J-PARCとは？

ついては、事故再発防止策に対応した施設・設備の改修
工事を2015年1月はじめまでに終え、関連自治体によ
る立入調査、第三者委員会、茨城県知事と東海村長への
再発防止に係る措置報告書の提出、地域住民の皆様への
説明会、放射線障害防止法に基づく施設検査を経て、
2015年4月24日より利用運転を再開しました。これに
より、事故より約2年を経てＪ-ＰＡＲＣの全施設が稼働す
ることになりました。

Ｊ-ＰＡＲＣでは事故から学んだ多くの教訓を踏まえ、安
全を最優先する研究施設として、様々な観点からの取り
組みを進めています。その取り組みの一部をご紹介しま
す。

Ｊ-ＰＡＲＣ(Japan Proton Accelerator Research Complex)
は、高エネルギー加速器研究機構（KEK）と日本原子力研
究開発機構（JAEA）が共同で運営している施設で、素
粒子物理、原子核物理、物質科学、生命科学、原子力など
の幅広い分野の最先端研究を行うための、陽子加速器群
（リニアック、RCS、MR）と実験施設群（物質・生命科学

実験施設、ハドロン実験施設、ニュートリノ実験施設）の
呼称です。
Ｊ-ＰＡＲＣの最大の特徴は、世界最高クラスの大強度の
陽子ビームで生成する中性子、ミュオン、π中間子、K中
間子、ニュートリノなどの多彩な2次粒子の利用にあり
ます。



安全を浸透させる行動マニュアル類の整備

J-PARC（東海）における
安全への取組み（2）

安全を最優先とする組織体制、仕組みの構築

● 異常時や緊急時の責任体制、指揮系統が不明確であった。
● 起こり得る事態のリスクと対策の検討が不十分であった。
● 具体的な判断、行動の基準が不明確であった。

事故体制 

基基本体制 

注意体制 

ハドロン実験施設の事故を踏まえた反省点

● 安全管理を重視する組織体制の強化
　　･ 組織体系、人員の強化
　　･ 緊急時における責任者、指揮系統の明確化　

● 安全評価体制の強化　

● リスクの高い作業を見落とさない仕組みの構築
　　高リスクのおそれのある作業を網羅的に拾い上げ、
　　複数の視点で検討する

● 安全関連規程、手引き等の改訂、再整備
● J-PARCセンター作業標準の制定
● 注意体制の導入

安全確認検討会

月間工程会議
定例会議 等

リスク

大

小

各組織（ディビジョン、セクション）
実質的には従来より実施。体系づけて、抜けがないようにした。

3H（初めて・変更・久しぶり）

２. リスクを想定する

３. リスクを低減する

４. 他の作業と調整、連絡をする

５. リスクに対する感受性を高める

６. 作業を監督する

７. 作業を監視する

１. 作業を計画する

８. 工程を変更する時は立ち止まる

作
業
計
画
時

作
業
直
前

作
業
時

作業責任者

セクションリーダー

セクションリーダー

作業責任者

作業責任者

セクションリーダー

作業責任者

作業責任者

Ｊ-ＰＡＲＣセンター作業標準（抜粋）
安全に作業を進めるための必須手順を定めた作業フロー図

注意体制
事故の兆候段階で、関係者を招集し、
情報収集と分析、施設管理責任者に
よる判断を行う。
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