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〔要 約〕 

1．調査研究の目的 

機械製造者の機械安全に対する社会的責任が高まっているなか、ISO 12100：2003（JIS B 

9700：2004）（機械類の安全性－設計のための基本概念）、ISO14121：1999（JIS B9702：2000）

（機械類の安全性－リスクアセスメントの原則）等、機械安全に関する ISO や JIS の規格が次々

と制定されている。また、平成 13 年には厚生労働省が「機械の包括的な安全基準に関する指針」

を公表し、さらに、昨年 11 月には、労働安全衛生法の一部改正により、事業者に対し設備等の

危険性又は有害性を調査し、その結果に基づいて危険又は健康障害の防止措置等を講ずること

を求め（法第 28 条の 2）、平成 18 年 4 月 1 日より施行されることになった。 

このように機械製造者においては法令を遵守し、適切なリスクアセスメントの実施およびリ

スク低減のための安全方策等を推進し、より安全な機械類をユーザーへ提供することが必要と

なっている。 

印刷産業機械に関する個別安全規格としては、ISO/TC130/WG5（印刷技術－人間工学／安全）

において“ISO 12648：2003 Graphic technology - Safety requirements for printing press systems”が制

定され、昨年 9 月には、その翻訳 JIS 版として「JIS B 9631：2005 印刷機システムに対する安

全要求事項」が制定された。 

本調査研究は、印刷産業機械の設計、製造者が、リスクマネジメントのもと ISO 12100 の考

え方に則り、かつ、国際安全規格に適合した機械設計、製造を円滑に推進するため、印刷産業

機械の個別Ｃ規格である ISO 12643-1 および、その引用規格（Ａ規格、グループ安全Ｂ規格、

等）が要求する内容を含めた要求事項全般について調査を行い、印刷産業機械の設計、製造者

が参考とするための整理を行うことを目的の一つとした。 

また、印刷産業機械に関する事故事例を収集し、事故防止可能性分析を実施するとともに安
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全方策の方向を示し、さらに、欧州における機械安全の取組みに関する先進事例を収集し、今

後の印刷産業機械業界における安全対策の展開への一助とすることを目的とした。 

これらの調査結果は、今後、他の業界が安全設計、技術の構築に関する取組みを推進してい

くうえでも意義ある事例となることが期待されるものである。 

 

2．調査研究の概要 

本調査研究は、わが国の印刷産業機械の設計、製造者が国際安全規格に準拠した安全設計を

構築するための指針策定に関するものであり、ISO 12100（機械類の安全性－設計のための基本

概念）をはじめとするＡ規格やグループ安全Ｂ規格、個別Ｃ規格の要求内容に適合するための

調査および印刷産業機械による事故の未然防止対策に関する調査を柱に実施した。 

主要テーマは、 

① ISO 12100 の基本的な考え方の導入、促進のための調査 

② ISO 12643-1 の要求内容の調査とまとめ 

③ 印刷産業機械による事故事例の収集および事故の未然防止対策の検討 

④ 欧州の機械安全に関する先進事例調査 

である。 

国際安全規格に適合するためには、機械の設計、製造に最適な知識と技術を適用して取組む

ことが必要であり、ISO 12100 等のＡ規格をはじめ、関連Ｂ規格および個別Ｃ規格に適合する

ことが求められる。 

当委員会では最初に、ISO 12100 を中心とした安全設計規格の策定動向および ISO 12100 が要

求する設計者の観点によるリスク低減プロセスの全体像について、機械安全リスクアセスメン

ト、3 ステップメソッド（本質的安全設計方策、安全防護および付加保護方策、使用上の情報）

等の内容を整理した。 

次に、印刷産業機械業界がこれら ISO 12100 の基本的な考え方を導入するための課題を把握

するため、機械安全リスクアセスメント、3 ステップメソッドの展開を中心に実態調査を行っ

た。また、IS0 12100 と ISO 12643 との対比、IS0 12100 と厚生労働省の「包括的な安全基準に

関する指針」との対比を試み、適応内容等の整理を行った。さらに、印刷産業機械に関連する

Ｂ規格（ISO 13849 等）とＣ規格（ISO 12643）の関連について考察した。 

印刷産業機械の災害に関して、巻き込まれ、はさまれ等を防ぐため、安全防護、安全装置に

ついても調査した。 

ISO 12100 やリスクマネジメントの構築等を先進的に取組んでいる他業界のヒアリング調査

も行なった。 

ISO 12643 については、本規格が引用条項として要求している関連Ｂ規格や ISO 12100 の要求

条項との関連について調査を行なうとともに、印刷産業機械の設計、製造者が実際の設計、製
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造段階で簡便に利用できるように委員会で原文を和訳し、引用規格を含めて規格全体の要求内

容を表のかたちに整備しまとめた。 

これらの整備は、印刷産業機械の設計・製造者が国際基準に準拠した安全設計、技術の構築

を促進するため、ISO/TC130/WG5（印刷技術－人間工学／安全）において 2006 年 3 月現在審

議が継続されているＣ規格 ISO 12643-1“Graphic technology - Safety requirements for graphic 

technology equipment and systems－Part1：General requirements”を取り上げ、規格の要求内容の全

体像について調査を行った結果をまとめた。 

この「ISO 12643-1 の全体像」は、印刷産業機械の設計・製造段階で円滑に活用できるよう、

ISO 12643-1 の規格条項・条文に基づき、関連規格類（引用規格、参考規格）の条項、規格番号

を整理し、それらの要求内容を簡潔にまとめたものであり、ISO 12100 にも準拠するため、ISO 

12643-1 の条項・条文の要求内容に対応する ISO 12100 の関連条項を示した。 

また、当委員会では印刷産業機械による事故事例を収集し、これらを基に事故の未然防止対

策に関する分析を行ったうえ安全方策の方向を示した。 

安全衛生年鑑によると、「印刷業・製本業・その他印刷」においては労働災害 844 人（前年

934 人）、死亡者は 2 人（前年 6 人）で、労働災害は全産業の約 0.7％、製造業の約 2.6％を占め

ている。事故の型別では、労働災害 844 人のうち「はさまれ、巻き込まれ」が最も多く 456 人

（前年 520 人）、事故の起因物別では、「一般動力機械」が最も多く 438 人（前年 522 人）とな

っている。 

印刷業における労働災害の発生率をみてみると度数率は 1.15、強度率は 0.27 となっており、

製造業全体（度数率 0.98、強度率 0.11）のなかでは高い値になっている 

これらの状況から「印刷業・製本業・その他印刷」においては「一般動力機械」による「は

さまれ、巻き込まれ」の事故が最も多いが、前年と比較すると労働災害の減少が見られた。 

当委員会が行った事例調査を個別に詳しくみると、2 人で作業を行なっていて操作者が他方

の作業者の状況を確認しないで機械を始動させたため起こった事故や機械の稼動中に禁止作業

を行い回転部に手をはさまれた事故の事例がある。作業者の不注意、ミスによる事故、極めて

危険な作業を行ったために起こった事故としてここでは分類したが、これらの事故については、

近年、進められてきた印刷産業機械の安全装置の見直しと改善によって防ぐことが可能と考え

られる。 

事故の現象別の分析結果を全体的にみると、機械の運転中の危険部位への接触による指およ

び手の事故が一番多く、被災者も若年層と熟練層が多いことが分かった。 

今後、災害撲滅のためには、事故の再発防止といった考えから事故を未然に防止するといっ

た観点を持つことが必要である。これらの事故事例を考えると、事故の未然防止の観点から労

働安全衛生法、包括的な安全基準に関する指針等が要求しているように、事業者における人間

側の教育、訓練の徹底、リスクマネジメントシステムの構築、管理体制の強化、標準作業の遵
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守等が基本ではあるが、機械の運転中に危険部位に近づく作業の必然性とその頻度、傷害の程

度等、細かい作業工程、部位まで広げたリスクアセスメントの実施による未然防止対策の検討

と推進が印刷産業機械業界の課題であり重要である。 

その結果、作業性が悪くなったとしても、安全装置の機能の優先を確保することが重要であ

ることが分かった。 

 

3．調査研究のまとめ 

本調査研究は、ISO 12100 を中心とした国際的な機械安全の考え方を、わが国の印刷産業機

械の安全に活用すべく取り組んだものである。各章において、以下の知見を得た。 

第二章では、第三章、第四章の調査の前に、国際的な安全の考え方の調査を行った。主な主

題は、(1) ISO/IEC Guide 51 から ISO 12100 に至るまでの一連のリスクベースの考え方の概要、

(2) ISO 12100 の概要、特に 3 ステップメソッド(3-step-method、本質安全設計-安全防護-情報の

提供)の概要、(3) Ｂ規格（グループ安全規格）や厚生労働省の機械安全のための包括的指針 1）

との関係、(4) 使用者への情報提供に関する ISO 12100 の要求事項とその一つである取扱説明

書の記述に関する考察、(5) 工作機械メーカーにおけるリスクアセスメントなど ISO 12100 に

基づいた設計の先駆事例と問題点の抽出、などであり、ISO 12100 を理解して活用するための

基本的な事項をまとめた。 

ISO 12100 の考えは、リスクアセスメントを基礎に、抽出されたリスクの大きさと種類に応

じて、3 ステップメソッドを適用するというものであり、例えば三番目のステップである取扱

説明書による情報の提供では、抽出されたハザードに対して、第一、第二のステップを十分に

行なってもなお残留するリスクに対応した記述をすることになる。また、規格は、基本Ａ規格

で規定した概念を展開して、グループ安全Ｂ規格、更に個別機械Ｃ規格が階層的に制定されて

いる。階層化により、Ｃ規格がなくても、設計に際してＡ規格の安全の考え方を応用できるよ

うになっている。 

第三章では、印刷産業機械の新しい個別規格（Ｃ規格）である ISO 12643-1 “Graphic technology 

- Safety requirements for graphic technology equipment and systems Part 1.: General requirements”を

取り上げ、翻訳するとともに、引用規格との関連を調べた。特に、基本Ａ規格である ISO 12100

のどの条項が具体化されてＣ規格となっているかを意識した。その結果、第二章で示した規格

の階層構造やＣ規格相互の引用の関係が明らかになった。さらに、この表は、設計に際して設

計者が規格を参照するときの手引きとなりうるものとなった。 

第四章では、印刷産業機械における事故事例の調査と解析を行った。その結果、多くの事例

において、災害発生理由が「禁止作業を行なう」などであり、ISO 12100 でいう「使用者にお

ける教育・訓練」の徹底で防げることが分かった。しかしながら、該当機械の設計・製作当時

の知見ではなく、ISO/IEC Guide 51(JIS Z 8051)、ISO 12100(JIS B 9700)や関連規格で示された最
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新の安全の考え方、とりわけ設計者が行なう「本質（固有）安全設計」、「防護による安全」の

実施に照らし合わせると、これらの国際規格やその考え方を導入することにより一層の災害発

生防止あるいは被害の軽減が可能であることも分かった。 

 

安全については、近年、国内外ともに厳しく求められるようになってきている。国内では、

平成 17 年の労働安全衛生法の改正により、事業者（印刷産業機械を従業員に使わている雇用主）

のリスクアセスメントの努力義務が制定された。 

平成 13 年には、機械の包括的安全指針が厚生労働省から示された。 

その時点では労働安全衛生法とは無関係なものであったが、平成 17 年の上記の規定の追加に

より、事業者はアセスメントの実施とそれに基づく対策を実施しなければならなくなった。こ

のことは、今後、印刷産業機械の使用者である事業者から、設計者であるメーカーに、アセス

メントに要する資料の提供やより高い安全の要求が示されることが予想される。 

また、これまで使用者の一部からは「安全装置の取り外し」などの要求もあったが、今後は

減少し、むしろ高度な安全を求められることも考えられる。実際、本調査研究のなかで行った

ヒアリングにおいて、メーカーへの安全装置の追加設置の要求、安全要求の事例が聞かれてい

る。 

最近のわが国では、労働現場で使用される機械・設備に、より高度な安全性を「当たり前の

こと」として求めており、その要請にこたえるためにも、リスクアセスメントをベースにした

安全設計が要求されてきている。 

国際市場を見ても、欧米への輸出製品に国際安全規格を取り入れた設計が求められているこ

とは勿論である。一方、近隣のアジア諸国においても ISO 12100 などの欧米型規格が取り入れ

られつつあり、リスクアセスメントに基づいた安全の担保とその説明性（Accountability）向上

が、ビジネス的にも必要となってきている。 

 

わが国では、安全教育に重きを置いて職場の安全を確保してきた。しかし、どのような教育

を行っても作業者のミスは不可避である。また、作業者は経験年数が増えるとリスクを小さく

評価する傾向が見られる。このことも併せて考えると、たとえミスや危険な行為があったとし

ても直ちに災害とならないように防護策を組み入れた設計をするという考え方は、一層の安全

性向上のために有効であると考えられる。 

これらを考察すると、国内外を問わず、ISO 12100 に即した安全設計が求められていること

が分かる。 

ISO 12100 は、一見抽象的にも見えるが、設計する機械に即して一つ一つの要求事項を考え

てゆくと、行なうべき方策が理解できる。実務としての設計では、Ｃ規格である ISO 12643 

“Graphic technology - Safety requirements for graphic technology equipment and systems”を参照する
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ことが可能となる。しかしながら、Ｃ規格があっても、設計者がリスクアセスメントを行なっ

て、自ら機械の安全を確保するのが昨今の国際安全規格の考え方である。リスクアセスメント

は取っ付きが難しく、規格を読んだからといってすぐにできるものではない。しかしながら、

逆に最初に適切な導入指導を行なうことにより、リスクアセスメントのスムーズな導入が可能

となる。したがって、特に、リソースの限られている中小規模の会社に対するリスクアセスメ

ント導入の支援、リスクアセスメントを生かした設計改善法、修得支援の推進が求められてい

る。 

 

今回の調査研究はここに一応の完結を見たが、ISO 12643-1 “Graphic technology - Safety 

requirements for graphic technology equipment and systems Part 1.: General requirements”に対する解

析、すなわち、本Ｃ規格を翻訳し、Ａ規格、Ｂ規格との対応を確認する作業は、規格の理解に

おいてきわめて有効であった。その成果である第 3 章に示した表は、実務においても、設計者

がＡ、Ｂ規格との対応を理解する上で有効であるとともに、Ｃ規格を含めた関連規格を網羅的

に示し、その概要を示したこの表は、参照すべき規格を確実に見て設計するうえでも貴重な資

料である。この表は設計の効率が向上するだけでなく、安全面の十分な配慮を行なうためにも

使用できる。 

今後、本規格の各論編である第二部（Press equipment and systems）、第三部（Binding and finishing 

equipment and systems）が審議され制定されるが、それにしたがって、今回と同様の解析を行う

必要があると考えている。なぜなら、前述のように、これら一連の作業を行うことにより、ISO 

12100 等の提示する手法を印刷産業機械の設計に適用する際に必要な理解に有用であるからで

ある。第二部、第三部は各論として、本調査研究で解析した第一部 総論に比してより具体的な

内容で設計に適用する記述となっているので、各機械の安全設計指針として使うことも可能で

あると思われる。また、この作業を速やかに行い、規格案に対して建設的な改善対案を行なう

ことは、世界でドイツに次いで二位のシェアを有する日本の責務であり、かつ日本製品の世界

市場における円滑な流通にも欠かせない。 

 

 
この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
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