
液体ヘリウム利用者講習会 
（毎年４月新人向けに講習会を開催しています） 

大阪市立大学理学研究科 
ヘリウム液化施設 
担当： 川野 和彦      
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講習会の内容 

  設備の概要 
  高圧ガス保安法について 
  寒剤の安全な取り扱い方 
  液体ヘリウム移送の実際 
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設備の概要について 
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本学ヘリウム液化施設の概要                                                                                           

 日本で最初に液化機が導入され自前で液体ヘリウムが製造されたのは、1952年東北
大学が最初である。大阪市立大学では、1964年に東京大学物性研究所と同時期に
国産のヘリウム液化機がはじめて製作され、極低温での研究が本格化した。日本の中
でも最も早く自前で液体ヘリウムを製造していた大学のうちのひとつです。 

 （世界最低温度記録 97μK） 
 
 主な設備 
  液化機 ２台（稼働中は１台） ６０L／hr  
  液体ヘリウム貯槽容器 １，０００L ２器 
  大型圧縮機 ３台、 高圧精製機 １台 
  回収用ガスバッグ ７ｍ３×２ 
  回収用ガスボンベ ４００L １２本、 純ガスボンベ ４７L ７５本 高圧容器 １本 
  液体窒素貯槽容器 ５，０００L １器 
 
 供給量としては、年間（２０１１年実績） 
 液体ヘリウム   ４０，０００L   理学部の７研究グループに供給している。 
  液体窒素    １１０，０００L  理系学部の約６０研究グループに供給している。                                  
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本学ヘリウム液化機の変遷 

 本学最初の液化機 １９６４年 

 ピストン式液化機 （1974年ADL社、1979年CTI社） 

 タービン式液化機 １９８４年（小池酸素） 12L/hr 

 タービン式液化機 １９９８年（リンデ社）  40L/hr 

 タービン式液化機 ２００５年（リンデ社）  60L/hr 
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タービン式液化機の仕組み 

LN2 

圧縮機 

液体He 
  貯槽 

膨張タービン１ 膨張タービン２ 

 膨張弁 
（J－T弁) 

熱
交
換
器 

Heガス 約1MPa 

約0.01MPa 

4000ｒｐｓ ≅
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タービン詳細図 
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液化機 
TCF20 
60L／hr 
（LINDE) 

回収ガスバッグ 
15ｍ3 不純ガス容器（400L×12本14.7MPa） 

純ガス容器（47L×75本14.7MPa） 

高圧精製機 

1000L容器 

圧力調整器 

回収用圧縮機（80ｍ3／hr､14.7MPa） 

精製用圧縮機（38ｍ3／hr､14.7MPa） 

液化用圧縮機（1760ｍ3／hr､0.95MPa） 

中圧タンク 
0.5MPa 

各実験室より 
ヘリウム液化施設全体のガスフロー図 
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写真エアーバッグ 回収ガスバッグ 
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写真回収用圧縮機 回収用圧縮機 
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写真回収用長尺容器 
回収用長尺容器 



ヘリウム利用者講習会 12 

写真精製用圧縮機 
精製用圧縮機 
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写真高圧精製機 
高圧精製機 
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写真純ガスボンベ 
純ガス高圧容器 
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写真中圧タンク 
中圧容器 
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写真液化用圧縮機 
液化用圧縮機 
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写真液化機＆タンク 
液化機TCF20 液体Heタンク 



ヘリウム液化施設ガスフローシート 
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高圧ガス容器置場 
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大阪市立大学理学研究科・理学部 

ヘリウム液化施設 配置図 

            （平成22年1月） 
フェンス 
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高圧ガス保安法について 
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高圧ガス保安法とは 

高圧ガスによる災害を防止するために 
 

・高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動、輸入、
消費、廃棄、容器の製造、取扱いを規制 

・民間事業者等の自主的な保安活動を促進
させる 

高圧ガス 

保安法 

一般高圧ガス保安規則 

液化石油ガス保安規則 

コンビナート等保安規則 

冷凍保安則 

容器保安則 
他に保安法施行令、特定則等々 

製造施設の規制 

液化その他の方法で処理することができるガスの容積が１日百立メートル以上である設備 

第１種製造者（都道府県の許可が必要） 第２種製造者（都道府県への届出） 

上記未満 

目的 第１条 

高圧ガス保
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高圧ガス保安法に関わる組織 

第５条 高圧ガス事業所としての許可と届出 

  圧縮、液化等で処理する一日のガス容積が 

  100m3以上の設備を用いての製造 

  （第一種製造者） 

  ⇒ 都道府県知事の許可が必要 

 

  上記以外の設備で製造（第二種製造者） 

  ⇒ 都道府県知事への届出が必要 

第２７条の２ 事業所の組織化 

       （保安統括者、保安係員） 

 保安係員： 要高圧ガス製造保安責任者免状 

第２７条 従事者に対する保安教育 

保安統括者 １人 

保安統括者代理 １人 

保安責任者（必ずしも必要ではない） 

保安係員：高圧ガス製造保安責任者免状取得者        
（必ず必要）１人以上 

保安係員代理（必ず必要）１人以上 

協力会社 

事務室 

教授会 

大学での組織体制の例 

保安法に関る組織 
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高圧ガスの定義 

１．常用の温度（又は３５℃において）ゲージ圧が１MPa以上となる圧縮ガス 

２．常用の温度において０．２MPa以上となる圧縮アセチレンガス 

３．常用の温度において０．２MPa以上となる液化ガス 

４．液化シアン化水素、液化ブロムメチル他、政令で定める液化ガス（０パスカル以上） 

第２条 高圧ガスの定義 

高圧ガスの製造行為 

液体窒素・液体ヘリウム 
蒸気圧曲線を考えると、常温における 

液体－気体境界圧力は２気圧以上 

ガスボンベ等を使った１０気圧 

以上の実験装置 

圧縮機（コンプレッサー）等の設備を用いて圧縮ガスを製造または 

密封容器（ボンベ等）に充填する行為 

（高圧容器から高圧容器への充填も製造行為に含まれる） 

高圧ガスの定義 
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高圧ガス容器 高圧ガス容器の分類 

容器の種類 構    造 用  途 

継目なし容器 容器の胴体部分に継目がない。材料は炭素
鋼、ﾏﾝｶﾞﾝ鋼、ｽﾃﾝﾚｽ鋼等。 

酸素、窒素、水素、アルゴン、ヘリ
ウム等 

溶接容器 容器の胴体部分に溶接による継目がある。 ＬＰガス、フルオロカーボン等の液
化ガスの他、アセチレンガス 

繊維強化プラス
チック複合容器 

薄いｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製ﾗｲﾅｰに樹脂含浸連続繊
維を巻き付けた容器。 

医療用の酸素、救急用の空気呼
吸器用容器等 

超低温容器 
内槽（ｽﾃﾝﾚｽ鋼）と外槽（炭素鋼）との間にｽｰ
ﾊﾟｰｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝを施し、かつ、真空引きして外
部からの熱の侵入を防ぐ措置を講じてある。 

－50℃以下の液化ガス（液化酸

素、液化窒素、液化ヘリウム、液
化天然ガス） 

低温容器 
断熱材で被覆されており、液化ガスを充填す
る容器で超低温容器以外のもの。 
 

液化窒素、液化酸素等 

容器則第2条 
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容器の塗色 
高圧ガス容器の塗色 

        塗 色   
  

 ガス名 
容器外面 高圧ガス名称 

ガスの性質 

燃 毒 

酸 素 ガ ス       黒 白 ― ― 

水 素 ガ ス       赤 白 白 ― 

液化炭酸ガス       緑 白 ― ― 

液化アンモニア       白 赤 赤 黒 

液 化 塩 素       黄 白 ― 黒 

アセチレンガス      褐色 白 白 ― 

その他の種類 
の高圧ガス 

    ねずみ 
赤：可 燃 
白：その他 

赤：可燃 黒：毒 
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TB 
He 

TK82610 
TP24.5 

FP14.7 

V 47.0 

W 55.5 

登録番号 
容器製造業者 

容器の質量kg 

内容積 ℓ 

容器番号 

容器再検査年月 
ガス名称 

耐圧試験圧力MPa 

最高充填圧力MPa 

容器の刻印等 容器則第８条第１項 

※刻印とは、容器が容器検査又は容器再検査を受け、これに合格したときに、検
査実施者が合格を証明するために行うもの。 

安全弁 ガス出口 
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寒剤の取扱いについて 
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寒剤の安全な取り扱い 

 圧力単位 
   １気圧＝１ Kg/cm2 
          ～105  Pa=0.1 MPa 
          ～１ bar(1000mbar) 
          ＝760 Torr(mmHg) 
     1 psi～ 0.07 Kg/cm2 
 現在はSI単位系に統一の方向 
       東北大学極低温科学センター http://www.clts.tohoku.ac.jp/index.html 
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ゲージ圧と絶対圧 

 ゲージ圧：大気圧を０とする圧力 
        単位記号の後にｇを付けることがある。（barg） 
        タイヤの空気圧、圧力鍋の圧力等 
 絶対圧  : 真空を０とする圧力 
        単位記号の後にaを付けることがある。（bara） 
 
  ゲージ圧＝絶対圧－大気圧 
  絶対圧 ＝ゲージ圧+大気圧 
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寒剤 N2 
4He H2 O2 

分子量 
沸点（1atm） 
液体の密度(kg/m3) 
気体の密度(kg/m3) 
体積比(気体/液体) 

    28.02 
    77.4K 
    804.2 
    1.25 
  650 

    4.00 
    4.2K 
    124.8 
    0.178 
  700 

    2.02 
    20.4K 
    70.8 
    0.09 
  790 

    32.0 
    90.2K 
    1140 
    1.43 
  800 

各種寒剤の物性値 
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373 K 

273 K 

193 K 

120 K 
111.67 K 

77.348 K 

20.397 K 

4.215 K 

100 ℃ 

0 ℃ 

ｰ80 ℃ 

ｰ153 ℃ 

水の沸点 

水の氷点 

ドライアイスの昇華点 

メタンの沸点 

窒素の沸点 

水素の沸点 

ヘリウムの沸点 

極
低
温
領
域 

各種寒剤の沸点 

31 ヘリウム利用者講習会 

90.2 K 酸素の沸点 



・ 酸 素 
     酸素は無色、無味、無臭の支燃性ガスであり、空気よりわずかに重い。 
    液体になると淡青色を呈する。液体酸素は寒剤のなかでは強い常磁性 
    のため、強磁場中に液体酸素の入った容器を置くと引き寄せられる恐れ 
    がある。また、酸素は化学的に非常に活性な元素であり、多くの物質と 
    化合して酸化物を生成する。酸素用の減圧弁、圧力計、接続部品を他の 
    ガスに使用してはならない。酸素用の器具に油、グリースを付着させない 
    よう細心の注意が必要である。 
    液体ヘリウムの様な超低温液化ガスによる冷却面（配管表面など） 
    が空気に晒されると空気中の酸素が凝縮する。酸素濃度が高い場所で 
    作業を行い、酸素が衣服に染み込んで、不用意にタバコなどを吸って発火 
    し大やけどを負った例がある。 
 
  ・窒 素 
     窒素も無色、無味、無臭で、通常の取扱いは不活性であり、安全な寒剤と 
   してよく利用されている。空気中で気化すると比重が空気とほぼ一緒なので、 
   人の活動域に滞留するので、窒息の恐れがある。また、空気にふれさせると 
   酸素が液化し、窒素より比重が重いので底に沈み、不用意に油・グリース等 
   有機物と接触させると爆発する危険性がある。液体窒素が気化すると、その 
   体積は650倍にもなり、密閉された容器は破裂する可能性がある。 
 

各種寒剤の性質１ 

OCU 

Ｂｏｍｂ 
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  ・ヘリウム 
 ヘリウムも無色、無味、無臭の不活性ガスで希ガスの中でもっとも軽く、水にほとんど溶けない。もっとも低温を実現できる
寒剤として、超電導マグネットの冷却等に広く利用されている。空気中で気化すると比重が空気より軽いので、閉じられた空
間では空気より上層に滞留する。液体も無色透明で比重は水のおよそ８分の1しかなく、非常に気化し易い。沸点が４Ｋと極
低温なので、その蒸気に直接触れると凍傷になる危険性がある。また、液体ヘリウムが気化すると、その体積は700倍にもな
り、密閉された容器は破裂する可能性がある。 
 宇宙全体でみるとヘリウムは水素の次に多い元素で、それぞれ全物質の２３％と７６％を占める。しかし、地球上には僅かし
かなく、大気中に0.0000７％しか存在しない。工業的には一部の天然ガスに１－数％含まれるヘリウムを精製している。この
地球上のヘリウムの起源には２学説あり、一つは地球創成当時のヘリウムが残存したのものとする原始起源説であるが、現
在ではα粒子放出重元素の放射性崩壊によって生成されたとする説にまとまっている。このように生成したヘリウムを、工業
的に産出している天然ガス田はアメリカに集中しており、我が国はヘリウムガスの全てをアメリカからの輸入に頼っている。 
 

寒剤 ＬＨｅ ＬＮ2 

金属の冷却温度 4.2Ｋ 77.3Ｋ 

金属の初期温度 300Ｋ 77.3Ｋ 300Ｋ 

寒剤量の単位 ｋｇ ﾘｯﾄﾙ ｋｇ ﾘｯﾄﾙ ｋｇ ﾘｯﾄﾙ 

液体のみを
利用する 
場合 

Al 8.3 66.4 0.4 3.20  0.81 1.0  

ｽﾃﾝﾚｽ鋼 4.2 33.6 0.18 1.44 0.43 0.53 

Cu 3.9 31.2 0.27 2.16 0.37 0.46 

蒸発ガスを利
用する 
場合 

Al 0.2 1.60  0.028 0.22 0.51 0.63 

ｽﾃﾝﾚｽ鋼 0.1 0.80  0.013 0.10  0.27 0.33 

Cu 0.1 0.80  0.02 0.16 0.23 0.28 
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液体窒素容器（自加圧式） 
 加圧弁を開くと加圧コイルに流れ込んだ液体窒素が、蒸発し容器内部に、  
 加圧弁を通って流れ込む。 
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写真破壊した窒素容器 
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 容器の転倒で首部に亀
裂が入り、漏れ出した液
体窒素が断熱真空層内
で蒸発膨張し圧力が上
昇、内槽が破壊された
窒素容器 



液体ヘリウム容器 
 液体窒素のない多層積層断熱方式 
（スーパーインシュレイション SI）が主流 
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液体ヘリウム容器取扱い上の注意 

※東大物性研講習会資料より 
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圧力計 
安全弁 

破裂安全板 ガス放出弁 

加圧弁 

液面計 

加圧コイル 

液取出し弁 

断熱真空弁 

開けたまま放置危険 

いっぱいに開けすぎると 

凍って回転不能 

安全弁 

断熱真空弁 

圧力計 

液面計 

加圧弁 

導入弁 

 回収ライン 

（ガスバック） 

  ネックの部分弱い 

     静かに移動 

      横倒し厳禁 

開放したまま放置危険   

空気の吸入・固化 

容器の密閉化 

低温容器の取り扱いについて 

ヘリウム容器 窒素セルファー 

断熱真空層 

低温容器の取扱いについて 
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移送管（トランスファーチューブ） 
真空断熱された２重管 
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熱振動型  気柱振動を利用 
超伝導型  超伝導線の電気抵抗 

液面計の種類 
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２cm 
薄いゴム又はﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ 

ｷｭﾌﾟﾛﾆｯｹﾙ又はｽﾃﾝﾚ
ｽｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ 

（厚み 0.2mm程度） 

2.5～3mm 

材質アルミ 

気柱振動型液面計 
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Is 
Ih 

V 

0.1φ 銅線（ﾌｫﾙﾏﾙ被覆） 

0.1φ マンガニン線 

0.12φ NbTi超伝導線     

リード線 

ヒーター線 

超伝導線 

LHe 

（ﾌｫﾙﾏﾙ被覆） 

（CuNi clad） 

超伝導型液面計 
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安全に取り扱うための注意点 
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窒息  

   空気中の酸素濃度（通常２１％程度）が１８％より   
    低下すると  ------  酸欠症状 
        ７％以下  ------  極めて短時間で意識を失う。 
      部屋で大量に使用する場合は換気する。  
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酸素濃度と症状 
酸素濃度 症  状 

１８％ 安全の下限界、連続した換気が必要 
１６％ 呼吸数増加、脈拍数増加、頭痛、吐き気 
１２％ めまい、吐き気、筋力低下、行動の不自由 
１０％ 中枢神経障害、意識喪失、嘔吐 
８％ 失神昏倒、死亡 
６％ 即失神、心肺停止、短時間で死亡 
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凍傷にならないために 

・直接触れない。 
・濡れた手足で寒剤に触れない。 
・濡れた衣服の着用は避ける。ポケットや折返 
 しの付いたズボンも避ける。 
・軍手、毛糸等布製の手袋は使用しない。皮の 
 手袋を使用する。 
・目を保護するためゴーグル等を着用する。 
・手を蒸発ヘリウムガスにさらすと凍傷になる。 
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凍傷 

 液体窒素 ： 軍手、布製等の液体がしみこむ材質の   
         ものは使用しない。 
          革製の手袋 
 液体ヘリウム： 蒸発ヘリウムガスに手をさらすと凍傷 
           を起こす。 
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窒息しないために  

爆発させないために 

 液体窒素を入れた容器を封じ込めた状態にし
ない。 

 
 締め切った部屋での使用はしない。 
  （換気、酸素濃度計の設置） 
 エレベーターには液体窒素を入れた容器と 一緒に乗

らない。  
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 容器の破裂 
 寒剤は蒸発したら体積が約１０００倍になる。 
 容器を封じこめると、圧力が上昇し容器が破裂する。 
 容器頭部を開けたままにすると空気を吸い込み、固体空気でブロッ

クされる。 
 
 火災・爆発 
 広口容器に長時間液体窒素を放置すると、液体酸素と置換する。 
 液体酸素と有機物が接すると発火する危険がある。 

容器の破裂 
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断熱圧縮による発火 

 断熱圧縮により圧力調
整器等が破裂すること
があります。 
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空気の断熱圧縮による温度上昇 
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酸素用ガス設備の注意点 

左記の写真は、老朽化した酸素設備で発生した爆発事故に使
用されていた機器です。ストレーナー（フィルター）やレギュ
レーター（圧力調整器）のフィルター部に詰まった異物が断熱
圧縮熱で燃焼し爆発に至ったと考えられます。 
  
酸素ガスの特徴は？ 
・酸素は、他のものの燃焼を助ける性質があります。 
 空気中で不燃性のものでも酸素中では可燃性となる ことも  
 あります。 
 
・酸素中では、物質の爆発範囲が広くなり、発火温度も低くな 
 ります。 （空気中と比較した場合） 
 
・酸素容器のバルブを急激に開くと、断熱圧縮（急激に酸素が
圧縮され瞬間的に高温になる）は摩擦熱などにより熱が発生
しますので発火危険性が増大します。 
 
・高濃度の酸素中では、金属、埃、炭化水素類（石油、グリス 
 油脂、皮脂など）は容易に発火する危険性があります。 
 
・多くの酸素容器は、１４．７MPa（旧単位１５０kg/cm2）で充填 
 されております。万が一にも破裂するようなことがあれば 大 
 きな災害を引き起こす可能性があります。 
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事 故 例 
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１９９２，８ ２名死亡   
    狭い部屋に液体窒素を蒸発させ、酸欠状態に  
   なった。 
 
 2003,10   
   福島県MRI装置爆発 ２名重症 
   撤去作業中、容器が閉塞状況に陥り、破裂 
 

某大学と福島県内病院での事故 
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事故の新聞記事 



ヘリウム容器の首を塞ぐ例 
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液体ヘリウムの移送 
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液体ヘリウム移送の実際 
 容器の予冷（実験室で）   
  あらかじめ液体窒素温度まで予冷する。 
      窒素を入れる。 
      冷却後、液体窒素を抜く。 
      真空引き後、ヘリウムガスに置換する。 
       （６６Kで液体窒素は固化するので完全に追い出す） 
 液体ヘリウムのくみ出し 
   はじめゆっくり、あとぱっぱ。 
   蒸発潜熱は小さいが、気体の顕熱は大きい。 
                 -------顕熱を利用して予冷 
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液体ヘリウム容器の初期
処置 
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液体ヘリウムによる冷却 
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Linde 
TCF20 

電磁弁V2 

電磁弁V1 低圧 

高圧 
小型空気圧
縮機 

デリバリーチューブ トランスファーチューブ 

弁 

圧力センサー 

回収ガスバックへ 

液化機 1000L容器 100L容器 

ヘリウム液化施設１０００L容器からの移送 

1000Ｌ容器からの移送 
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中圧タンクより 
（0.5MPa） 

写真へ 
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写真移送管 

移送管 
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写真移送管駆動部 

駆動部 
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写真移送管継ぎ手 
移送管継ぎ手 



 
１．汲み出し予定日の前週金曜日の午前中までに、 
ヘリウム液化施設の           で予約する。 

  （理学部HP⇒リンク集⇒ヘリウム液化施設⇒予約システム） 

  汲み出し予定日に連絡なしに汲み出さない場合  
はキャンセルと見なす。 液化能力を超えた申込み
があった場合は適宜調整する。 

 
２．汲み出し作業は各研究グループ等の教職員の責
任の基に院生、教職員等が作業するものとします。
４回生は手伝うのは良いが、必ず院生以上の熟練
者が行うこと。 

 

★液体ヘリウム利用上の注意点 
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HP予約システム 



液体ヘリウム利用上の注意点2 

3．液体ヘリウム使用中は各実験室からの回収    
  ガス純度に注意して作業を行ってください。 
  通常の回収ガス純度をキープしてください。  
    異常が発生した場合は原因の究明と対策を  
    施すとともに、液化施設担当者まで連絡して  
   ください。液化施設内の回収ラインのガス純度は９９％以
下で警報。 

４．液体ヘリウム容器は空にしない。 
５．液体ヘリウムの運搬は二人以上で行う。 

69 ヘリウム利用者講習会 



ヘリウム利用者講習会 70 



71 ヘリウム利用者講習会 



ヘリウム利用者講習会 72 



73 ヘリウム利用者講習会 



74 ヘリウム利用者講習会 



75 ヘリウム利用者講習会 

2012user4k 


	液体ヘリウム利用者講習会�（毎年４月新人向けに講習会を開催しています）
	講習会の内容
	設備の概要について
	本学ヘリウム液化施設の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	本学ヘリウム液化機の変遷
	タービン式液化機の仕組み
	タービン詳細図
	ヘリウム液化施設全体のガスフロー図
	写真エアーバッグ
	写真回収用圧縮機
	写真回収用長尺容器
	写真精製用圧縮機
	写真高圧精製機
	写真純ガスボンベ
	写真中圧タンク
	写真液化用圧縮機
	写真液化機＆タンク
	ヘリウム液化施設ガスフローシート
	スライド番号 19
	高圧ガス保安法について
	高圧ガス保安法１’
	保安法に関る組織
	高圧ガスの定義
	高圧ガス容器
	容器の塗色
	スライド番号 26
	寒剤の取扱いについて
	寒剤の安全な取り扱い
	ゲージ圧と絶対圧
	各種寒剤の物性値
	各種寒剤の沸点
	各種寒剤の性質１
	スライド番号 33
	液体窒素容器（自加圧式）
	写真破壊した窒素容器
	液体ヘリウム容器
	液体ヘリウム容器取扱い上の注意
	低温容器の取扱いについて
	移送管（トランスファーチューブ）
	液面計の種類
	気柱振動型液面計
	超伝導型液面計
	安全に取り扱うための注意点
	窒息　
	酸素濃度と症状
	凍傷にならないために
	凍傷
	窒息しないために 
	容器の破裂
	断熱圧縮による発火
	空気の断熱圧縮による温度上昇
	酸素用ガス設備の注意点
	事　故　例
	某大学と福島県内病院での事故
	事故の新聞記事
	ヘリウム容器の首を塞ぐ例
	液体ヘリウムの移送
	液体ヘリウム移送の実際
	液体ヘリウム容器の初期処置
	液体ヘリウムによる冷却
	1000Ｌ容器からの移送
	移送管
	写真移送管
	移送管詳細図1
	移送管詳細図2
	写真移送管駆動部
	写真移送管継ぎ手
	★液体ヘリウム利用上の注意点
	液体ヘリウム利用上の注意点2
	スライド番号 70
	スライド番号 71
	スライド番号 72
	スライド番号 73
	スライド番号 74
	スライド番号 75

