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〔要 約〕 

本調査研究は、ISO 国際標準化機構において討議されている印刷産業機械から発散す

る騒音及び放出物（パウダー粉じん、インキミスト、VOC-IPA、VOC-炭化水素等）の

測定に関するものである。 

これらの測定方法については、ドイツ BG（ドイツ職業保険組合）や日本国内におけ

る方法を調査するとともに、各項目の排出量を測定したうえ、測定の分析・評価の結果

より、技術知見に基づく環境適合設計指針の課題の明確化及び今後の方向を提言したも

のである。 

 

1 調査研究の目的 

近年、機械製造業者に対する環境対応や安全対策の社会的責任がますます重要視され

てきた社会情勢の下、国際標準化機構 ISO/TC130/WG5（人間工学／安全）では、印刷産

業機械から発散される騒音や放出物等について、作業環境負荷の低減を図るための機

械・装置に対する放出基準の策定が検討されている。 

これら基準は、欧州における印刷産業機械の主たる製造国であるドイツから提案され、
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現在はオフセット印刷機を中心に検討が進められている。ＥＮ規格や欧州指令等に基づ

く具体的な数値で検討されている項目もあれば、ドイツ BG が独自に規定した項目や数

値等もこのなかに含まれている。 

このように、現在 ISO 化が検討されている印刷産業機械から発散される騒音及び放出

物等の規制原案は、欧州における環境基準等に基づき提案されたものである。しかし、

各国の労働安全衛生基準は多岐に亘るため、一律の国際基準を定めることには賛否両論

があり、現時点での規格案（ISO/FDIS 12643-1，ISO/FDIS 12643-2）では参考値（ガイ

ドライン）として ANNEX への掲載となっている。印刷産業機械は日本の重要な産業とし

て位置づけられ世界中で稼動しており、国際標準化の動きは真剣に注目すべき問題であ

る。 

本調査研究は、ISO 国際標準化機構における印刷産業機械から発散する騒音及び放出

物等の規制の動きを踏まえ、オフセット枚葉印刷機を対象に騒音及び放出物等の基礎デ

ータを収集するとともに、測定方法の検証及び測定結果の分析・評価を行い、ISO で検

討されている数値等の妥当性の検証を行うことにより、印刷産業機械の環境適合設計指

針の国際標準化の動きに日本の技術的根拠を反映させることを目的とした。これらの調

査結果は、印刷産業機械の主要製造国である我が国の印刷産業機械業界において重要な

示唆を与えるものとして期待されるものである。 

 

2 本事業の調査内容 

本調査研究は、騒音及び放出物等に関する国内外の規格の制定動向、基準等を調査す

るとともに、オフセット枚葉印刷機を取上げ、騒音及び放出物の各項目の測定方法の検

証、排出量の測定・分析・評価を行った結果より環境適合設計指針に関する検討を行い、

報告書に取りまとめた。 

主な調査項目は、 

① BG に基づく騒音及び放出物の測定方法、測定条件 

② オフセット枚葉印刷機から発散する騒音及び放出物の測定 

③ 測定結果に基づく分析・評価 

④ 騒音及び放出物等の測定方法や許容値に関する規格・基準等 

⑤ 騒音及び放出物等の測定・評価結果に基づく環境適合設計指針に関する考察 

である。 

測定を行った項目は、騒音、パウダー粉じん、インキミスト、湿し水から発生する

VOC-IPA、印刷機洗浄作業中に発生する VOC-炭化水素の５項目である。 
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今回行った測定方法（計測条件及び計測位置等）については、欧州のＥＮ規格等を引

用しているドイツ BG の測定方法に準拠したが、BG の測定方法の詳細が不明なものにつ

いては、国内の作業環境測定基準に従い測定を行った。測定結果については作業環境評

価基準等に基づき項目ごとに分析・評価を行った。 

また、印刷産業機械に関連する騒音や放出物等の測定に関する ISO、EN、JIS 等の規

格類を調査した。さらに、欧州、米国、日本の騒音や放出物等の許容値に関する基準等

の調査を行った。 

 

3 オフセット枚葉印刷機から発散する騒音及び放出物の測定 

各測定項目についての評価および考察は下記のとおりである。 

3.1 騒音 

BG 基準（82dB(A)）と比較すると、基準値以下であったのは１箇所（測定地点 N1）の

みで他の 3 箇所はいずれも基準値を超過した。また、日本の作業環境測定の基準は等価

騒音レベルで 85dB(A)であり、これと比較すると３地点は基準値以下であったが、１箇

所（測定地点 N4）だけは基準を超過した。メーカーからはイヤーマフ等の防音保護具の

着用が推奨されており、国内では問題なく使用されている。 

騒音の測定方法について、日本基準は BG テスト基準と比較して測定点の高さを除いて

は差異が無い。測定点の高さ以外は国内の労働安全衛生法で定める作業環境測定基準に

従って測定を行えば問題は無いものと思われる。しかし規制基準については、日本の許

容基準 85dB(A)に対して BG 基準値は 82dB(A)であり、なぜ 3dB(A)厳しくしているのか、

今後、調査が必要な事項である。 

3.2 パウダー粉じん 

BG基準（1 mg/m3）と比較すると測定地点 2 箇所とも基準値を超過していた。一方、日

本の作業環境の鉱物性粉じんの管理濃度は 3.0 mg/m3(遊離ケイ酸を含まない場合)であ

るが、これは人体に影響が大きい粒径 4μm以下の粉じんの濃度である。今回行ったBGに

準拠した方法ではろ紙の前に分粒装置を装着していないため、粒径が大きいものも含め

た全ての粉じんが捕集されていると考えられるし、物質についてもでん粉は鉱物性粉じ

んとは異なる。従い、今回の測定結果を日本の作業環境管理濃度と比較することは妥当

でないと考えられる。また、米国ACGIHにはでん粉の粉じん基準として 10 mg/m3の規定

があるが、これと比べると測定地点 2 箇所とも基準値以下であった。 

  今回の結果では、排紙側においてパウダー粉じんが 4～6 mg/m3程度飛散していること

がわかった。しかし、パウダーの主成分はでん粉であり、鉱物性粉じんと比べ有害性は
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十分に低いものと考えられる。また、日本で通常使用されるパウダーの粒径は中央値が

20μm内外であり、身体に吸収され健康影響が大きいとされる 4μm以下の微小粒径の粉

じんは殆ど発生しないとのメーカーからのコメントもある。 

パウダー粉じんの測定方法に関しては、BG テスト基準に下記の疑問点がある。 

・ 日本はもちろん、国際的にも人体への影響が大きいのは微小粒径の粉じんとされ、国

内では、作業環境の鉱物性粉じんの管理濃度は、粒径 4μm以下の粉じん 3.0 mg/m3(遊

離ケイ酸を含まない場合)とされている。しかし、今回のBG基準は大きい粒径のものも

含めた全ての粉じんにつき定められており、しかも基準値を 1.0 mg/m3としており、そ

の根拠は今後の調査が必要な事項である。 

・ 印刷現場で発生する粉じんはパウダーが主体と思われるが、飛散した紙粉も存在する

ものと思われる。今回の測定方法では、捕集フィルター上に両者が捕集され、分析値

にも両者が反映されているものと推測される。紙紛の影響をどう評価するのかにつき

合理的な検討が必要と思われる。 

3.3 湿し水から発散する VOC-IPA 

BG基準 20 ppm( =49.3 mg/m3)と比較すると測定地点 5箇所全てが基準値以下であった。

また、日本の作業環境の管理濃度と米国ACGIH基準値は 200ppm（約 500 mg/m3）であるが、

これと比較しても非常に低い値となっている。 

今回は BG テスト基準に準拠するため、湿し水中に IPA を添加し、IPA 濃度が 4～5％に

なるように維持した。しかし、近年、印刷機の湿し水供給機構とエッチ液（湿し水添加

剤）の目覚しい性能向上により、印刷に必要な IPA の添加量は非常に少なくなった。日

本では IPA 無添加にて印刷を行っているところも少なくなく、今回の測定に使用した印

刷機も通常は IPA 無添加にて印刷を行っている。 

今回使用した印刷機では全ての測定値が BG 基準値以下であり対応の必要は無いと考

えられる。 

VOC-IPA の測定方法に関して、日本基準は BG テスト基準と差異が無く、国内の労働安

全衛生法で定める作業環境測定基準に従って測定を行えば問題は無いものと思われる。 

3.4 インキミスト 

国内においてはインキミストについての基準が無く測定もあまり実施されていない

ので、今回はオイルミスト測定法に関する文献注）を参考にBGテスト基準に準拠すると思

われる測定方法を組み上げて測定を行った。これは、ろ紙に捕集されたインキミストを

重量法で測定、さらにろ紙を通過する揮発性の炭化水素等を活性炭の層に吸着させ、こ

れをガスクロマトグラフ法により定量する方法である。 
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  この結果、ろ紙に捕集された分は 0.8～2.6 mg/m3、活性炭にて捕集された分が 1.8～

6.0 mg/m3であり、両者を合わせると 4.3～7.5 mg/m3であった。これはBG基準値（1 mg/m3）

を超過している。また、米国ACGIHのオイルミストの基準（5.0 mg/m3）と比較しても、

合計量では 3 箇所（測定地点INK3,INK4,INK5、いずれも印刷ユニット間）の測定値が超

過していた。なお、インキによる着色が起こるのではないかと思い捕集作業後のろ紙を

目視観察したが、各測定点とも着色は認められなかった。 

インキミスト測定方法に関しては、BG テスト基準に下記の疑問点がある。 

・ ろ紙にインキミストを捕集する際、排紙側測定点ではパウダー粉じんの影響を受け、

数値が高めになってしまうことがわかった。今回は、近傍のパウダー粉じん濃度を差

し引き補正したが、より正確な測定をするためには、ろ紙の付着物からインキミスト

分だけを溶媒抽出法により抽出して測定する等の対応を考える必要がある。 

・ 今回は最も妥当と考えられる前記方法にて測定を実施したが、現時点までに入手した

資料ではインキミスト測定方法に関しての BG テスト基準には下記の不明確な点があり、

今後、明確化が必要である。 

① インキミストとして測定する範囲（ろ紙に捕集できるものだけでよいか、さらに

揮発性のものも加えた合計とするのか） 

② 活性炭に吸着された成分の定量方法（ガスクロマトグラフ法と思うが重量法との

情報もある） 

・ ろ紙に捕集された固形成分と活性炭に捕集された揮発成分とは、人体に与える影響が

異なると思われるが、これら異質の両者を加えた数値で規制をすることで良いのか今

後の検討課題と考える。 

3.5 洗浄液から発散する VOC-炭化水素 

ここでは、印刷作業終了後の印刷機械洗浄時に用いられる灯油等から発生する炭化水

素の測定を行った。BG テスト基準に準拠し、印刷機の自動洗浄サイクルを 15 分間繰り

返し、その間に発生する揮発成分を活性炭にて捕集し、ガスクロマトグラフ法にて定量

した。 

結果としては、炭化水素濃度としては、2.4～4.4 mg/m3であり、印刷ユニット間の方

が排紙側や操作サイドよりも高めの値を示した。この値はBG基準 20 ppm( =162 mg/m3)

と比較すると非常に低い値である。また、VOCとして単位をppmCに換算しても 4～7ppmC

程度であり、国内のVOCの規制値（400～700ppmC）と比較しても十分低い値であった。 

さらに、米国ACGIH基準 1000 ppmと比較しても十分低い値である。 

今回使用した印刷機では全ての測定値が基準値以下であり対応の必要は無いと考えら

 6



れる。 

VOC-炭化水素の測定方法に関して、日本基準はBGテスト基準と差異が無く、国内の労

働安全衛生法で定める作業環境測定基準に従って測定を行えば問題は無いものと思わ

れる。しかしながら、今回採用した炭化水素濃度への換算基準（テトラデカンC14換算）

がBG基準と一致するかの確認が必要である。 

 

4 調査研究のまとめ 

4.1  実作業場におけるデータ 

騒音、振動、放出物の抑制は、主に労働者の保護を目的としており、機械安全設計原

則、つまり本質的安全設計方策（特に、ISO 12100-2 の 4.2.2 物理側面の 3 項に示され

るエミッション対策）、安全防護及び付加保護方策（特に、ISO 12100-2 の 5.4 エミッシ

ョンを低減するための安全防護に示される追加の保護防護）に則って対処している。し

かし、現実的には騒音、振動、放出物をゼロにはできていない。そこで、ユーザーによ

る対応として、個人防護具の適切な使用で管理することが求められる。したがって、メ

ーカーとしては、労働者の安全に関する使用上の情報として適切な指示を提示する必要

がある。このためのバックデータとして、機械自体の測定値も大切であるが、実作業現

場における使用実態の把握とデータの蓄積が、 (1)顧客に対して使用上の情報提供、(2)

規格における「使用上の情報」に含める規定の作成などのために必要である。 

4.2 BG 基準の明確化 

今回の測定の準備段階において、（社）日本印刷産業機械工業会がドイツの BG を訪問

し、その時点で不明確であった事項、特に測定条件に関して調査を行った。この成果は、

測定を行う上で貴重であった。また、3.5 節及び 5.2 節に記載の事項を今後明確にする

必要がある。 

4.3 印刷産業機械を使用する各国の労働安全規制における数値 

各国における労働安全衛生担当当局、労働者団体、業界団体、あるいは上記ドイツ BG、

ILO 等国際機関による規制値、推奨値などが存在する。これらを横断的に比較し、また

それぞれの根拠を調べることも大切である。 

4.4  予防医学の観点から見た数値との関連 

一般に、規制値は予防医学的な見地で検討された数値を基に、労働場の事情や測定法

の違いなどを考慮して決められている。つまり、予防医学的見地が理論的なバックグラ

ンドである。したがって、我々は医学の専門家でないにせよ、それらの文献に注目し、

物質毎の値自体と値を得た根拠（前提条件、統計データ収集条件など）を整理しておく
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必要がある。これには、体格や労働条件、環境測定などが関連するので、海外の基準値

との比較や国際的な基準値の制定の議論のさいには、前提条件を含む根拠を常に意識し

て議論することが重要である。 

4.5  規格・業界基準と国際ルールとの関連の整理 

わが国は WTO/TBT 協定批准国で ISO/IEC の主要構成国でもあり、また世界をリー

ドする工業国でもある。したがって、国際規格を遵守することが、内外から求められて

いる。一般に、メーカー内の技術者は、ISO/IEC の制定過程やその基となっている協定

などの知見に乏しく、今回の委員会においても、経済産業省担当部署のご厚意で説明を

うかがう機会を得、多くの知見を学んだ。国際規格、各国の行政当局の規制、団体の規

定相互の関連を理解する上での基礎として留意すべきであり、その理解の上で、ISO 等

の委員会の場で、国際規格における規定のあり方を提案、議論できる。 

4. 6 将来への準備 

現在、 ISO/FDIS 12643 においては、騒音、放出物のデータは附属書に参考情報

(Informative)の扱いで記載されているが、今後要求事項として規定化する提案もあり得

ることから、わが国からも合理的な提案をできるよう、上述の(1)～(5)を総合した継続的

なプロジェクトの推進が必要である。この成果は、単に印刷産業機械だけでなく、遂行

過程は多方面の機械類に応用できると考える。 

 

以上のように、今回の調査研究により、多くの知見が得られたと同時に、課題も多く

見出された。これらの課題に、日本印刷産業機械工業会として調査に取り組み、その知

見を会員会社はじめ業界に普及することが、作業環境の一層の改善につながるとともに、

わが国の印刷産業機械の向上と ISO などへの提言力となると考えられる。 

したがって、今後も本課題に対する検討を継続して実施することが重要である。 

 

 

 

 

 

 
 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

          http://keirin.jp/ 
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