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 エアシャワー室の利用法

 クリーンルーム関連など

 クリーンルーム内での発塵の原因となる動作
や材質についての動画資料

 New→N2自動切換操作盤の説明

適宜細かい追加

主な追加事項



ＭＢＳＣ棟
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電気電子工学科

相川慎也
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全般（MBSC棟利用者全員）
 MBSC棟入館時，入口に備え付けの

アルコール消毒液にて手指を消毒

 MBSC棟入館時，入口に設置の

「MBSC棟入館記録用紙」に記入

 ソーシャルディスタンスを確保する

 22時以降の徹夜作業禁止

 必要に応じ，クリーンルーム管理室でフェイスシールドを貸し
出す

 こまめに手洗い・うがいを行う

感染対策として利用者の皆様に
遵守いただきたいこと

重要



4

クリーンルーム利用者
 クリーンウェアは1人1セットを専用に貸し出す（他のクリーン
ウェアを着回さない）

 クリーンウェア用ハンガーに研究室名・利用者氏名をテプラ
で貼り付け（テプラはクリーンルーム管理室で貸出可）

 更衣室は1人ずつ入室

 クリーンルーム内では私用のウレタンマスクを使用しない

クリーンルーム以外の利用者
 MBSC棟内では常時マスクを着用

 装置に触れるときは手袋を着用

感染対策として利用者の皆様に
遵守いただきたいこと

重要
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 MBSC棟安全講習を受講
CoursePowerで資料をダウンロード

MBSC棟利用者は必ず視聴

 安全講習確認テスト
CoursePower上で実施

100%正解で合格．合格するまで何回でも

 MBSC棟薬品講習を受講
CoursePowerで資料をダウンロード

MBSC棟利用者は必ず視聴

※薬品を使用する場合は確認テストを実施する

 MBSC棟 設備利用申請書を提出
CoursePowerからダウンロード

必要事項を記入・押印の上，CR管理室に提出

 利用開始

MBSC棟利用までの流れ
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 ホームページ

 装置の予約方法

 MBSC棟への入館

 MBSC棟内設備の利用時間

 学生証登録・入退室記録

 サンプルの持ち込み

 クリーンスーツの正しい着用法

 エアシャワー室

 クリーンルーム

MBSC棟での作業に関して
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ホームページ
http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwa1036/

 MBSC棟内の施設・設備に関する
情報は全てホームページに掲載

（例）

・保守管理や故障・停電等によって

MBSC棟の機器設備が使えない

場合

・講習会の諸連絡 等

MBSC棟の利用者はこまめにチェック
すること

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwa1036/
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 ホームページの「施設利用予約」メニューから「FMS装置予約ページ」
へ

 予約ページのリストにある装置は予約必須

 予約ページは学内専用ネットワークのため学内またはVPNシステム
（ https://www.cc.kogakuin.ac.jp/network/vpn/ ）からのみアクセス
可能

 装置の予約またはキャンセルをする場合、必ずオンラインから行うこと

装置の使用予約方法

https://www.cc.kogakuin.ac.jp/network/vpn/
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下記の装置については，3時間/日まで

【1Fクリーンルーム】

 3Dリアルサーフェスビュー顕微鏡 (VE-8800)

 形状測定レーザマイクロスコープ (VK-X200)

 EDX-SEM (1F: JSM6360LA)

【2F 16-230室】

 EDX WETSEM (2F: JSM6380LA)

利用時間制限のある装置
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 安全講習と薬品講習を受講し、確認テストに合格済であること

 入館カードの登録

新規登録者は，学生証、MBSC棟 設備利用申請書を持参の上，
クリーンルーム管理室で登録を行う

時間：月～金 10－17時

MBSC棟への入館

学生証を
タッチする

※新4年生や新修士1年生は
新規登録が必要

カード登録前は
クリーンルーム管理室
（１２４）で呼出

装置講習などの対応で不在にし
ていることがあるので，事前に
連絡しておくことが望ましい．
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MBSC棟
貸出用スリッパ
（持出厳禁）

MBSC棟利用者は，必ず
スリッパを使用すること
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MBSC棟内設備の利用時間

 設備の利用時間は原則として，月～土の9:00 ~ 22:00

 時間外，徹夜（22：00以降）及び休日にクリーンルーム

を利用する場合，利用日の前日までに所定用紙に必
要事項を記入し，八王子学生課へ申請し，クリーン
ルーム管理室にコピーを提出する

 平日の10:00 ～17:00 以外に作業を行う場合は，２人

以上で作業すること（単独での使用は禁止）．この時間
帯以外でも，2人以上での作業が望ましい．ただし，密
にならないように配慮

当面，徹夜作業は禁止
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CR管理室（124室）への入室
管理室に職員が不在の場合は，閉まっている．
→ 解錠のための学生証登録が必要
（MBSC棟入館手続きと併せて登録を行う）

新規登録
時間：月～金 10－17時

① 指で軽くタッチする
② ICカードをかざす

③ 開錠ボタンを押す
※緊急時・開錠ボタンが
反応しないときはここ
を回す

入室時 退室時

装置講習などの対応
で不在にしていること
があるので，事前に
連絡しておくことが望
ましい．
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入退室・鍵貸出記録

記録用紙に記載すること
• クリーンルームへの入退室時
• MBSC棟内の鍵の貸出時
※短時間の一時退室の場合でも必ず鍵を返却すること
（持ってどこかに行かないように）
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クリーンルーム入出記録
MBSC棟 鍵貸出記録

他の人に鍵を引継ぐ際の記入例

クリーンルーム入出記録

鍵貸出記録
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サンプルを持ち込む場合は，ホコリなどの付
着を防ぐため，プラスチックケースやビニール
袋などで覆う

MBSC棟へのサンプルの持ち込み

アズワン タイトボックス

【クリーンルームに持ち込む場合】

 プラスチックケースの周囲をワイ
プで拭い，エアシャワー（後述）
にしっかり晒す

 ノートパソコン/スマートフォンは，

カバーを外し，ワイプで拭いてか
らエアシャワーに晒す

ワイプ
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クリーンスーツの正しい着用法（１）

（１）クリーンルーム用マスクを
着用、鼻と口を覆う

注意：

私用のウレタンマスクなどは
使用しない

（２）フード着用
髪はすべてしまう（特に前髪）

（３）スーツ着用
フードを中に入れる
ファスナー上まで閉める

（４）ブーツ着用
裾をブーツの中に入れる

（５）手袋着用
袖を中に入れる
皮膚が見えないように

スーツ着用時にフードの
後ろがはみ出さないように
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クリーンスーツの正しい着用法（２）

人間は最大の発塵源！
人間から発生した埃は，
服の中に閉じ込める．

（６）完成！
さぁ，クリーンルームへ入室だ！

チェック項目：
• 髪の毛
• マスク
• 襟
• 袖
• 裾
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 クリーンルームの出入口に設置

 エアシャワーでクリーンスーツに付着したゴミ
や埃を取り除く設備

 入室時は1名ずつ入る。退出時は複数名可

 シャワー室内で回転し、クリーンスーツに付着
したゴミなどをエアシャワーで払い落とす

 床には靴底のゴミ除去用に粘着マットが敷か
れている

 クリーンルームに持ち込む物は事前にワイプ
で埃等を払い、エアシャワーに十分晒す

 ただし発塵の原因となるもの（鉛筆、普通紙等
）は持ち込まない

エアシャワー室（１）
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 センサで扉の開閉やエアシャワー運転を制御

入退室時は中央のセンサ付近に立つ

室内に閉じ込められた時の手順

エアシャワー室（２）

センサ

閉じ込められた時は
このスイッチを操作

室内照明
スイッチ

中央センサ
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クリーンルーム（CR）は極めてきれいな空間

http://www.comany.co.jp/cleanroom/firstvisitor/beauty.html

MBSC棟のCR: クラス1000

（1 ft3の空気中に粒径0.5 μmの
微粒子数が1000個
⇒1 m3では35200個）

人間が一番の発塵源．クリーンスーツを正しく着る
喫煙者は喫煙から30分経過してから入室
呼気から粒径0.1～0.5 μmの発塵、うがい、手洗いをする

クリーンルーム内への紙・木材等の発塵源は持ち込み不可

このようなきれいな空間は，利用
者の協力で成り立っている

CR利用者は，以下の約束を遵
守してほしい
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清浄度クラス

https://www.kamata.co.jp/html/clean/knowledge/about_clean.html

米国連邦規格では1ft3（1ftは約30cm）に含まれる0.5 μｍ以上の粒子数を基準

ISO規格では1m3当たりに含まれる0.1 μｍ以上の粒子数を基準



23

ダスト

微粒子径 [μm]

ヒューム

タバコの煙

細菌

エアフィルタ

HEPA

ULPA

0.001

技術用語

0.01 0.1 1 10 100 1000 10000

スモッグ 霧 雨

クリーンルーム
で使用される
フィルタの捕捉
粒子の目安

気象用語

代表的な粒子

ウレタンマスク

不織布マスク

PM2.5

黄砂 花粉

ウイルス

毛髪

1 [mm] 1 [cm]1 [nm]

目で見える

カビ胞子

マスクの捕捉
粒子の目安

大きさの比較（あくまで目安）

光学顕微鏡電子顕微鏡
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 MBSC棟 設備利用申請書

 してはならないこと・すべきこと

装置利用

装置講習の流れ

 MBSC棟薬品講習

細胞培養室

MBSC棟 利用上の注意点
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MBSC棟利用者は，確認テストに合格後，利用前に

「MBSC棟 設備利用申請書」
をクリーンルーム管理室に提出すること．

 CoursePowerから申請書
をダウンロード

 必要事項を記入し，指導教
員の署名・捺印をもらうこと

 学外利用者の場合，上記
に加えて，ＣＲ管理教員の
署名・捺印が必要
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MBSC棟は

共有スペースである

ルールを守って正しく

使って欲しい
 してはならないこと
 すべきこと
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してはならないこと
1. 走らない，運動してはならない．大声で歌わない．

2. 実験室で飲食しない

3. 実験室で居眠りしない

4. 備品・薬品を勝手に持ち出さない，持ち込まない．

5. クリーンルームにダンボール等の紙類は入れてはならない．また，鉛筆，

万年筆は持ち込まない．（クリーンペーパー，ボールペンのみ可）

6. クリーンルームの中でクリーンスーツのチャックを開けない・袖まくりをしな

い．前髪を出さない．手袋・マスクを外さない．

7. クリーンルーム内で床に寝てはいけない．不必要に床に座らない．

8. クリーンルーム内で手をたたいてはいけない．

9. 更衣室でクリーンスーツを着用した後は，管理室側に出ない．

10. クリーンスーツを床に直に置かない．

MBSC棟共通



28

クリーンルームでの作業発塵 | 可視化動画 | ViEST

(snk.co.jp) ←クリックでリンク先に移動

人の動作に起因した発塵

素材に起因した発塵

クリーンルーム内での発塵の例

ポンピング発塵 PVC手袋の発塵
手で払う、叩く

クリーンスーツの発塵
スーツを手で払う、叩く

無塵紙（クリーンペーパー） 紙ワイプ

クリーンルーム内では、動作
や物の取り扱い方次第で発塵
が生じることを意識する

https://www.snk.co.jp/particle/example3.html
https://www.snk.co.jp/particle/example3.html
https://www.snk.co.jp/particle/example3.html
https://www.snk.co.jp/particle/example3.html
https://www.snk.co.jp/particle/example3.html
https://www.snk.co.jp/particle/example3.html
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人からの発塵機構

https://www.ncc-nice.com/co_mame/b83f6435afa26dff3455f0ba-165.html
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繊維に短繊維が使われたりすると、繊維が脱
落することで発塵の原因となる

再生紙も再生することで繊維が傷み、発塵の
元となる

紙を白く見せるための顔料として、炭酸カル
シウムやチタンの粉が使用される。この顔料
が発塵となる

普通紙、再生紙
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 クリーンルーム内で使用可能

普通紙と比べて発塵を抑制

液体染料を使用

長繊維を選定使用し、繊維の絡まりを強固に
している

クリーンペーパー(無塵紙)

無塵紙と普通紙の発塵（擦る・穴を開ける・破く）
- YouTube ←クリックでリンク先に移動

https://www.youtube.com/watch?v=_C-Po1MKPzw
https://www.youtube.com/watch?v=_C-Po1MKPzw
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すべきこと

1. 整理整頓．（使用前よりもきれいに！）

2. ドアは静かに開閉する．

3. ゴミ箱のゴミが一杯になったら捨てる．（3F CR, 2F SEM部屋，etc）

4. ログノートへの記載（装置使用，クリーンルーム入室，鍵貸出など）

5. 装置予約，および使用しない場合の取消

6. MBSC棟エントランスでスリッパに履き替える

7. トラブル時の報告（どんな些細な事でも）

8. 相互に注意をしあう．

9. クリーンスーツ・フード・ブーツは所定の位置に正しく戻す．

10.クリーンルームに持ち込むものは，ワイパーなどで拭き，ホコリをしっかり

落としてから持ち込む．（エアシャワーにさらす）

MBSC

棟共通



33

 装置講習後に利用可能

講習を受講せずに使用したことが発覚した場合はペナルティ

 使用許可を得たら利用申請書裏面に記載

 使用前に予約すること

 装置保守・清掃に協力すること

 トラブルの場合，大小にかかわらず，すみやかに担
当教員・クリーンルーム管理室に連絡

自分で判断しない

 MBSC棟で薬品を使う場合は，「薬品講習」も受講
すること

クリーンルーム内に限らない．装置に付随する薬品の場合も

装置利用
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装置講習の流れ

CR管理室
に連絡

担当教員へ使用
したい旨を連絡

使用したい装置が
CR管理室
担当装置か？
（次ページ）

担当教員の指示
に従う

Y N

安全講習会

安全講習会
を受講

Y

N
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CR管理室担当装置

1 EDX-WETSEM 9 フォトリソ関連装置

2 レーザー顕微鏡（VK-X200) 10 レーザー顕微鏡（VK-9500）

3 X線回折装置(RINT2000) 11 フェムト秒レーザー

4 RIE 12 接触角計

5 ダイシングマシーン 13 Si深掘りエッチング装置

6 接触式表面計測装置（dektak） 14 小型真空蒸着装置

7 電子ビーム蒸着装置 15 ４端針抵抗測定器

8 1元スパッタ装置 16 3Dリアルサーフェイスビュー
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その他の装置

装置リスト・担当教員の連絡先

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwa1036/
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① ブザー停止ボタンを押す
② 自動切換後のN2ガス残量値が10 MPa以上であることを確認

（切換後でも極端にN2残量値が低い場合は，両方のボンベを交換する必要あり）

③ AかBのどちらが空かを確認しておく（点灯している方が空）

①
ブザー停止
ボタン

② N2ガス残量
10 MPa以上であることを確認する

N2自動切換操作盤の警報ブザーが鳴ったら（１）

③ 空のボンベを確認
点灯している方が空
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N2自動切換操作盤の警報ブザーが鳴ったら（２）

④ CR管理室に連絡し，管理者立ち会いのもとボンベを交換
⑤ クリーンルーム内に戻り、空表示リセットボタンを押し，空の点灯を消す
⑥ 「ガス残量記録用紙」に各ガスの残量値などの必要事項を記入する

⑤ 空表示リセット
⑥ ガス残量記録用紙
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（CR管理室に誰もいない場合）
① ブザー停止ボタンを押す
② 自動切換後のN2ガス残量値が10 MPa以上であることを確認
③ AかBのどちらが空かを確認しておく（点灯している方が空）
④ クリーンルーム管理室にメール (wwa1036@ns.kogakuin.ac.jp)で連絡
⑤ 翌営業日に，管理者立ち会いのもとボンベを交換
⑥ クリーンルーム内に戻り、空表示リセットボタンを押し，空の点灯を消す
⑦ 「ガス残量記録用紙」に各ガスの残量値などの必要事項を記入する

翌営業日（平日10～17時）に，責任を持って交換すること．
ガスが無くなると，他の実験に支障をきたす．
ガスが空になったことは，ブザーを止めた本人しか分からない．
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MBSC棟の利用者は，薬品使用の有無に関わ
らず，全員，薬品講習も受講すること．

MBSC棟薬品講習

【MBSC棟で薬品を使用する場合】
① CoursePower上で確認テストを受験し，満点を取るまで
繰り返し回答すること．

② その後，なるべく研究室単位で薬品使用の現場で薬品
担当者（連絡先は次ページ）から指導・確認を受けること．

③ 指導・確認無き場合は，MBSC棟で薬品を使用すること
はできない．

CoursePowerの「MBSC棟薬品講習」フォルダを参照
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薬品使用の現場での指導・確認

MBSC棟内で薬品を使用する場合，

MBSC棟 薬品担当者：

• CR管理室 今牧さん

• 基礎・教養科 大家 渓 先生

に連絡し，日時を調整すること．

【連絡先】

Email: wwa1036@ns.kogakuin.ac.jp

内線：3663
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細胞培養室（１６－３２５室）

細胞培養室を使用する人は，
金田先生および橋本先生に
連絡をとり，細胞培養室使用
講習会を受講すること．

【連絡先】
機械システム工学科 金田祥平 先生
Email: kaneda@cc.kogakuin.ac.jp 

機械工学科 橋本成広 先生
Email: at13351@ns.kogakuin.ac.jp
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安全に対する心構え５箇条

 もし事故が起きたら．．．

事故の報告

連絡先

安全に利用するために
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① 居眠りするような状態で作業しないこと

② 作業に集中すること

③ 使用する装置，薬品，ガス等をよく理解すること

④ 初心を忘れずに，一つ一つの動作を確認しな
がら確実に行うこと

⑤ 後片付けをきちんとすること

使用前よりもキレイに

安全に対する心構え５箇条
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（可能であれば初動対応を）

異常を感じたら逃げろ！

即，通報！

逃げる時は，他の人を誘って！

集合したら，まず点呼！

報告を忘れずに！

もし事故が起きたら．．．

→「利用者の手引」を参照
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どこに通報すればよいか？
① ５号館警備室 内線３１１２ （東門脇警備室 ３１１１）

②鈴木先生 （MBSC棟121号室 内線３６６０ 新宿２４７３）

③ 金田先生 （8号館301号室 内線３５０８）

④ 相川先生 （5号館602号室 内線３４３１）

⑤ 大家先生 （４号館307号室 内線3287）

⑥ クリーンルーム管理室 内線3663

⑦学生支援課 内線３１２０

⑧指導教員

⑨所属研究室

・怪我などの場合，健康相談室へ連絡（３１０９）

・救急車，消防，管内放送の要請は警備室（３１１２）へ

・外線は管理室から（０＋外線番号）
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事故の報告

【いつ】，【どこで】，【誰】が【何の装置】を

【何の目的】で使用中に，【何をした】結果，

【どのようなトラブル】が起きたのか

 クリーンルーム管理室に口頭で報告を行い，報告書
を作成

 作成した報告書を添付ファイルで，クリーンルーム
管理室共有のメールアドレス宛に送信

軽微な事故でも報告すること！

これにより，適切な対策を講じることができる
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連絡先

トラブル時は，どんな些細な事でも，報告すること
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警報作動時の対応

作業中に警報が鳴った

警備 (３１１２)

教員に連絡

装置電源を落とす

温度，においなどの異常確認

教員が機械室
で対応

ブザーを停止
（リセットボタン押し）

初動対応
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停電時の対応

 事前に連絡されている停電
→ 「クリーンルームの使用停止」を ホームページで通知

停電

警備 (３１１２)

教員に連絡

コンセントに差してある非常灯が点灯
コンセントから抜けば懐中電灯になる

機器を停止，ガスのバルブを閉める

教員が安全を確認し，
作業継続を許可

CRから脱出

初動対応
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火災時の対応

火災発生

警備 (３１１２)から
消防へ連絡

「火事だ」と周囲に知らせる

火災報知機が鳴らない場合は
非常ボタンを押す 初

動
対
応

初期消火が重要!!

各機器を停止

数人の場合は一人が警備室に連絡
被害者がいれば救出

消火器による初動消火活動

消火不可能の場合は，
すみやかに避難
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消火器

二酸化炭素消火器
• クリーンルーム1F, 3Fに設置
• 油火災，電気火災用
• 大量に使うと窒息の恐れあり！

粉末消火器
• 各所に設置（CR内では前室）
• 普通火災，油火災，電気火災用
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地震への対応

地震発生

集合場所へ

実験を中止

ガスバルブ，水道栓を閉める
初
動
対
応

初期振動時は，机の下など
安定な台の下に身をかくす

グレーチングの下は危険．直ちに上にあがる

歩ける程度に揺れがおさまったら，
速やかにCRから脱出

停電，配管のゆがみ等による水漏れ，ガス
漏れが想定されるので注意
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薬品被害の対応 薬品がかかった

警備 (３１１２)

八王子学生支援課 (３１２０)

教員に連絡

大声で助けを求める

目，皮膚にかかった場合
１５分以上水洗

硫酸はよくふき取ってから
大量の水で洗う

医師に連絡し
指示を仰ぐ

初
動
対
応

クリーン服にかかった場合
その場で服を脱ぎ捨て，
安全シャワーを浴びる
硫酸はよくふき取ってから

大量の水で洗う
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感電時の対応
垂れ下がった電線に近づかない
濡れた手足で電線や電気機器に触れない

感電を
目撃

警備 (３１１２)から，救急車を呼ぶ

急いでスイッチを切る

感電者の身体は，乾いた棒や布などを
用いて，機器から引き離す

初
動
対
応

感電者が意識を失った場合，
人工呼吸を実施

心停止ならば，心臓マッサージ
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確認テスト

それでは，CoursePower上で「MBSC棟・クリーンルームの安全
利用に関するテスト」を実施してください．

 全問正解で合格とし，安全講習会の受講を完了したとみなす

 不合格の場合は，全問正解するまで繰り返し実施すること

 本テストで不正を行う者は研究不正を行う潜在性を有してい
ることが疑われる

 もし，受講内容を理解せず不正を行った場合，安全な利用が
できず，事故が発生するなど周囲に多大な迷惑を及ぼすこと
を危惧している．

 「MBSC棟 利用者の手引き」を閲覧しながら解答してよい
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MBSC棟利用者は，確認テストに合格後，利用前に

「MBSC棟 設備利用申請書」
をクリーンルーム管理室に提出すること．

 CoursePowerから申請書
をダウンロード

 必要事項を記入し，指導教
員の署名・捺印をもらうこと

 学外利用者の場合，上記
に加えて，ＣＲ管理教員の
署名・捺印が必要
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 各研究室から装置ごとにメンター1名を選出

 メンター学生が研究室内での装置講習を実施（メン
ター学生以外は駄目）

装置講習のルール

メンター学生
装置A担当

○○研究室

学生A 学生B 学生C

メンター学生
装置A担当

☓☓研究室

学生A 学生B 学生C

二次講習

CR管理室

一次講習
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 メンターの仕事

自研究室メンバーへの講習

自研究室メンバーの使用時の不具合対応

 メンターの条件

装置の使い方を知っている学生が望ましい（使用
経験がある人）

メンター制度
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CR管理室管理装置の講習日程（修正必
要）

EDX-WETSEM
5/8 (Wed) 13:30~

5/14 (Tue) 13:30~

レーザー顕微鏡（VK-X200） 5/9 (Thu) 13:30~

X線回折装置(RINT2000) 5/10 (Fri) 13:30~

RIE 5/13 (Mon) 13:30~

ダイシングマシーン 5/17 (Fri) 13:30~

接触式表面計測装置（dektak） 5/21 (Tue) 13:30~

電子ビーム蒸着装置 5/24 (Fri) 10:30~

1元スパッタ装置 5/27 (Mon) 10:30~

3元スパッタ装置 5/30 (Thu) 10:30~
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CR管理室管理装置の講習日程（その他）

フォトリソ関連装置
レーザー顕微鏡（VK-9500）
フェムト秒レーザー
接触角計
Si深掘りエッチング装置
小型真空蒸着装置
４端針抵抗測定器
3Dリアルサーフェイスビュー
膜厚計

講習日程・申込み方法などの詳細については，
クリーンルーム管理室からのメールを確認のこと

これらの装置については，
ユーザーが少ないため，
指定の装置講習日を設
けず，CR管理室で個別
に対応

CR管理室に連絡
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非常口 （前室の両端から外に出られる）

CR1

CR2

YR

非常口

階段下非常扉

パスボ
ックス

玄関

非常口

通常出口

機械室

消火栓

安全シャワー

パトライト

薬
品
庫

廃
液
庫

ごみ保管庫

エアシャワー

二酸化炭素
消火器

粉末消火器
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スタッフ

居室 内線

教員 鈴木 健司 16-121 3660

金田 祥平 8-301 3508

相川 慎也 5-602 3431

大家渓 04-307 3287

職員 16-124 3663

16-124 3663
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装置講習

• 装置講習は，研究室ごとに対応
研究室内でよく使う人が代表者（2-3人）となり，
代表者から他のメンバーへ伝達．

• 確実に使用する装置を，確実に使用する人が受講する
使うかもしれない ≒ 使わない

• 装置講習を希望する人は，担当教員に連絡を取る．
その際，装置の使用目的を明確に伝えること．
（何のために何をしたいのか？）

学
生
Ｂ

学
生
Ｃ

学
生
Ｄ

学
生
Ａ

A研究室

大人数での講習は非効率
責任感の分散
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例：SEMの場合
1. 研究室内でよく話し合い，代表者（2-3人）を決める．

ベストな構成例：M2, M1, B4（進学予定者）各１名

2. 装置講習依頼を担当者（鈴木先生＆相川）にメールで連絡
使用したい装置名，研究室名，受講者氏名，学年，メールアドレス，希望
日時（第３候補くらいまで）

3. 日程調整後に講習
運転免許方式（装置利用水準に達していない場合は，何度でも）
（１）間違った情報の伝達を防ぐため
（２）共用設備のため（背後には多くのユーザーがいる）

4. 免許皆伝
「受講記録」にサインをもらう

5. 責任をもって他のメンバーに教える
事前に担当者に連絡（いつ，だれが，だれに，なんの装置を教えるのか）


