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〔要 約〕 

第１章 調査研究の目的および概要 

１．１ 調査研究の目的 

近年、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（印刷技術／人間工学／安全）では、印刷産業機械か

ら発散する騒音や放出物等の排出量を抑制し、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。 

これらの基準は、印刷産業機械の出荷時の基準として定めようとしているものであ

り、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、EN 規格や欧州指令等に

基づく具体的な数値を基に検討されている項目もあれば、ドイツ BG（ドイツ職業保険

組合：以下 BG）が独自に規定した項目や数値等も含まれている。現状では、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、

現時点では、規格（ISO 12643-1:2007，ISO 12643-2:2007）の参考値（ガイドライン）
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として ANNEX への掲載に留まっている。 

本調査研究は、BG が提案している測定方法や測定項目、基準値の設定等の国際標準

化の動きに対し、我が国としての見解をまとめるため、昨年度に実施した「印刷産業

機械の騒音および放出物等に関する環境適合設計指針調査研究」において指摘された

課題に基づき、実作業場における作業環境の実態を把握するための調査とともに、リ

スクアセスメントの実施による有害性等の検証により、今後、我が国から ISO に対し

基準等を提案するための基礎的な情報を構築することを目的とした（次回の ISO の改

訂は 2010 年の予定）。また、ISO の基準策定の方向を踏まえ、印刷産業機械業界とし

て作業環境向上に寄与するためのガイドライン策定を念頭にした指針の策定を目的と

した。 

１．２ 調査研究の概要 

本年度は、昨年度の調査研究において指摘された課題に基づき、ISO の基準策定の

方向に対し、今後、我が国から基準の提案を行うために必要な情報の収集や課題を整

理するとともに、印刷産業機械業界として機械安全および作業環境改善を推進するた

めの取組みの方向について提言を行うため、以下の検討を行った。 

 

① 実作業場における環境負荷の実態を把握するための調査 

② リスク分析による環境側面の実態を把握するための調査 

③ ISO の基準策定の方向を踏まえた基礎情報の収集と課題の調査 

④ 上記①～③の結果に基づく今後のガイドライン策定を念頭にした指針策定のた

めの調査 

 

環境負荷の実態を把握するための調査では、昨年度に実施したショールームでのデ

モンストレーション機での測定に対し、今回は、実際の印刷現場における環境負荷を

把握するため、印刷会社３社にご協力を頂き測定を実施した。 

測定機種は、オフセット枚葉印刷機および製本機械を取上げた。製本機械は今回初

めて取上げるものであり、騒音に関する BG のガイドラインにも記載されている紙折機、

丁合機、無線綴機、三方断裁機を対象とした。 

測定項目については、昨年度に実施した項目とあわせて、昨年度は実施できなかっ

たオフセット枚葉印刷機の水性ニスコーターから発散するワニスミストやアンモニア、

ＵＶ乾燥装置から発散するＵＶ放射やオゾン、製本機械の騒音の各項目についても測

定を行った。 
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今回測定を実施した項目は、騒音、パウダー粉じん、湿し水から発散する VOC-IPA、

インキミスト、洗浄作業中に発散する VOC-IPA、ワニスミスト、アンモニア、UV 放射、

オゾンである。 

測定方法（測定条件および測定位置）については、昨年度と同様に、欧州の EN 規格

等を引用している BG の測定方法に準拠したが、BG の測定方法のうち詳細が不明のも

のについては、国内の作業環境測定規準に従い測定を行った。 

 

第２章 印刷産業機械周辺の騒音および放出物の測定 

騒音・放出物の抑制は主に労働者の保護を目的としており、機械メーカーは機械安全

設計原則、つまり本質的安全設計方策、安全防護および付加保護方策に則って対処して

いるが、現実的には騒音・放出物の放射をゼロにすることは困難である。したがって、

機械メーカー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こと

が必要となる。このための基礎データとしては、機械自体の測定値も大切であるが、実

作業場における使用状態の把握とデータの蓄積が、顧客に対する使用上の情報提供、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となる。以上のよう

な昨年度調査研究の結果と考察を踏まえ、今年度は、印刷産業機械から発散する騒音お

よび放出物が、実作業場ではどのような状態であるのかを実測により明らかにし、これ

を通して BG 測定方法の妥当性についてもさらに検討を加え取りまとめた。 

 

第３章 測定結果と評価 

今回の測定結果について、印刷産業機械が実際に使用されている現場における騒音・

放出物の強度や濃度がどのくらいのレベルにあるのかの実態が明らかになった。特に、

製本機械の騒音、ニスコーターからの放出物、UV 乾燥装置からの放射については、今回

の調査で現場での実測値を得ることができ、その実情を知ることができた。これらの測

定結果は今後の指針策定や国際標準化対応のうえで貴重なデータとなる。 

 

 第４章 リスクアセスメント 

前章で報告した測定結果を踏まえたリスク分析を行うため、厚生労働省が公表してい

る「リスクアセスメントの進め方」等の資料を参考にしながら各項目についてリスクア

セスメントを試みた。 

最初に騒音および化学物質のリスクアセスメントに関する一般的事項を調査し、まと

めた。 
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各論では、今回の測定結果についてのリスクアセスメントとして、騒音、インキミス

ト、パウダー粉じん、アンモニア、UV 放射等を取上げてリスク評価を試みた。 

 

第５章 ガイドライン策定のための指針について 

５．１ 印刷産業機械から発散する放出物等の基準に関する国際動向 

現在、ISO/TC130/WG5 において「印刷産業機械から発散する騒音や放出物等の基準

策定」についての検討が行われている。日本には労働安全衛生法等により作業者の健

康と安全を守るための基準等が定められているもののこのような基準は存在しない。

一方、ドイツから提案されている「BG 基準」は、機械１台ごとに基準値を設け、機械

の出荷時に基準を満たしているかを判別しようとするものである。しかし、昨年度の

調査研究で明らかにされたとおり、「BG 基準」は一律の国際基準を定めるには測定時

の条件の統一性が明確になっていないなど、国際標準とするには多くの課題があると

され、現状では測定値のガイドライン（参考値）として ISO 12643-2:2007 の ANNEX

への掲載に留まっている。 

しかしながら、この提案は、 

①印刷産業機械の主たる製造国であるドイツ BG からのものであること 

②欧州市場で発売されている機械に対して BG 認証を得る要求が高まりつつあること 

③我が国の印刷産業機械も欧州をはじめ世界中に輸出していること 

などから、我が国としても無視できない状況になっている。 

今後、我が国から ISO に対し基準等を提案することを踏まえ、本調査研究にて昨年

度に実施した機械単体での測定結果と今年度に実施した実作業場での測定結果の対比

を試み、測定条件の差による結果の違いなど、基準策定への課題を抽出するとともに、

BG が提案している測定方法の客観性や測定項目の妥当性、基準値の設定など、国際基

準とするために明確化すべき課題を整理した。また、これらの検討に基づき、機械安

全および作業環境改善を踏まえた「ガイドライン策定のための指針」について検討を

行った。 

５．２ 基準策定への課題 

（１）実作業場における測定データについて 

記述の通り、今回は印刷会社の実作業場で稼働中の印刷機および製本機の騒音・

放出物を測定した。これは印刷産業機械から発散される騒音・放出物を、より多く

の機種につき短期間で測定してそのレベルを知るには良い方法と考えるが、反面、

近傍にて稼働中の他の機械による影響を考慮する必要がある。ドイツ BG が行う認証
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試験方法は対象とする機械のみを隔離して稼働させて測定を行うようになっており、

BG 基準値もこの方法にて測定したデータを対象とする。従い、今回の測定結果は BG

基準値を超過するものが多数あったが、適否の判断には現場での実測値であること

を勘案する必要がある。 

本文中の表 3.19 および表 3.20 にて、印刷機単独測定をした昨年度の結果と、実

作業場での測定をした今年度の結果を比較すると、騒音、パウダー粉じん、インキ

ミストのろ紙捕集分は、大括りにいえば同レベルであるのに対し、VOC 類（IPA、炭

化水素）は桁違いの差がみられる。この揮発性有機物質（VOC）については、使用す

る薬品、添加濃度、機械の仕組み等の測定対象機械固有の要因の他に、今回は同室

内にある他の発散源による影響も考えられるが、印刷機械の機上又は近接した地点

で分析サンプルを捕集したことを考えるとかなりの部分が印刷機から発散したもの

と考えてもよいとの見解もあり、原因の究明は今後の検討課題である。 

（２）BG ガイドラインについて 

    BG から提示されている騒音および放出物の測定に関する資料｢GS-DP-01｣では以

下に示す測定項目が記載されている。 

①騒音 

②パウダー粉じん 

③湿し水から発散する VOC-IPA 

④洗浄液から発散する VOC-炭化水素 

⑤インキミストおよびワニスミスト 

⑥アンモニア 

⑦オゾン 

⑧UV 放射 

BG の測定方法に関しては、認証テストで使用する測定器は日本国内で入手できな

い機器も多く、分析方法についての記載も少ないなど、不明な部分が多い。また、

測定用印刷条件の記述は「実使用される条件に合致していれば良い」との考えが基

本とされ、詳細が規定されていない事項がある。その中には測定する部屋の大きさ、

粉じん或いはインキミスト等を捕集するためのろ紙のメッシュなど、測定結果に大

きな影響を及ぼす項目もある。 

（３）印刷産業機械からの発散基準の ISO 化について 

現在、印刷産業機械から発散する騒音および放出物の測定値については、

ISO12643-2:2007 付属書 C に参考情報（Informative）として記載されている ( Annex 
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C:  Emission levels of sheet-fed presses resulting from tests conducted in 

Europe) 。ISO 12643-2:2007 は、今後 JIS 化されて日本規格になる予定である。一

方、ISO 規格自身は、数年後に予定される次の改定時には、参考情報から規定に格

上げしようとの動きがある。 

今回の、実作業場におけるデータと前回の機械単体での測定で、多くの知見が得

られたと同時に課題も多く見出された。今後の国際標準化動向に対する課題を下記

に整理した。 

(1) 測定値の客観性の確保 

印刷条件、測定方法、基準値などで不明確な部分の明確化。測定方法は日本に

て実行可能な方法であること。 

(2) 基準値設定の根拠の明瞭化 

各規制対象項目の基準値に対して、基準値の根拠として不明瞭なものもあり、

印刷会社の作業環境の保護･改善に向けて、妥当性のある基準値の設定が重要であ

る。 

(3) 国や地域毎の認証試験の実施 

国際標準化して機械の認証試験を行うとすると、認証機関を世界各地に設置し、

印刷機器を製造する企業のある国にて認証試験が実施できることが必要である。 

 

第６章 調査研究のまとめ 

６．１ 本調査研究の位置付け 

本調査研究は、印刷産業機械に関する作業環境改善に資するために、現状の放出レ

ベルを把握し、そのリスク分析を行うことで、将来の規格作成における合理的な基準

設定の根拠と指針を確立するためのものの一貫として行ったものである。将来、印刷

産業機械の安全に関する ISO 12643 に対し、我が国から提案するための基礎となるこ

とを目的としている。 

まず、作業環境の実態調査として、印刷会社 3 社にご協力をお願いし、オフセット

枚葉印刷機および製本機械の騒音、放出物測定を実施した。その結果を第 2 章および

第 3 章に示し、問題点を指摘した。ついで、そのデータをもとに、放出物によるリス

ク評価を試み、その結果を第 4 章に示した。最後に、第 5 章で機械安全および作業環

境改善を推進するためのガイドライン策定のための技術指針のあり方について考察し

た。 

安全、特に作業環境に関する研究においては、騒音（・振動）・化学物質の放出量は
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少ないほどよいことは疑いの余地はない。一方で、放出を０とはできないことも事実

である。したがって、メーカーは労働安全衛生に関する法規にしたがうだけにとどま

らず、最善の対応を行うという倫理的な要請がある。また、国際安全規格 ISO 12100”

機械類の安全性－設計のための基本概念，一般原則”や ISO/IEC Guide 51”安全側面

－規格への導入指針”に示される３ステップメソッドなどの原則にしたがった対応を

行うことで、国際的に「安全な機械」として通用することになる。一方で、ユーザー

においても、労働安全衛生法など法規類とメーカー提示の安全手順の遵守の原則にし

たがうことが求められる。 

このコンセプトは、印刷産業機械の主要生産・輸出国である日本、ドイツはもとよ

り、使用者である輸入各国あるいはメーカー・ユーザーの共通認識でなければならな

い。本報告書も、その前提に立って、規格類に規定される許容放出量などの数値やそ

の測定法の検討を行い、それらに関する合理的な提言を行い、より良い作業環境を提

供できる印刷産業機械の設計に資するためのものである。 

このような観点からみたとき、印刷産業機械の安全規格 ISO 12643 シリーズにおい

ても、厳しい放出物・量に関する数値の規定化が、参加国から提案されてくることは

間違いない。そこで、冒頭の「規格作成における合理的な基準制定の根拠と指針を確

立」が、我が国産業界に求められてくる。 

一方、基礎的知見と先進技術に基づいたより低い放出量の機械の開発とその規格へ

の取り込みの提案は、作業者の健康を守るという大きな効果とともに、我が国の機械

がより広範に採用されるチャンスを広げるという視点から、積極的な関与も忘れては

ならない。 

 

６．２ まとめ 

本調査研究における測定と考察において種々の疑問点、問題点が抽出された。それ

らは、各章に記述されている。今後、これらの問題点を整理し、精査しなければなら

ない。そして、BG 基準に疑問を呈する立場から、BG 基準に匹敵する日本版「GS-DP-01」

を示し、討論の土俵に載せることが、対等なパートナーとしての関係を築くことにな

り、また労働者の作業環境の向上に今まで以上に寄与し、同時にわが国の印刷産業機

械のビジネスチャンスの拡大もできる。また、労働者の作業環境の向上に積極的に寄

与することは、主要な印刷産業機械製造国であり、工業先進国であるわが国の印刷産

業工業界の役割であると考える。 

なお、印刷産業機械のユーザーである印刷会社は、多くの国で比較的小規模な企業
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が多数を占め、ユーザーによる安全衛生に関する技術的対策の検討は、人的、資金的

資源から困難である。つまり、メーカー依存性が高い。その点からも、メーカーは作

業環境の向上により積極的であることが要請されている。 

この報告書が、印刷産業機械の作業改善に資する観点から有効に活用されることを

期待する。 
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