
- 6 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 回想 

 
安全衛生・環境委員会の 40 年の歴史を顧みてその歩み又は思い出について、最近の 20

年に重点を置いて、当時ご活躍の 8 名の方にご執筆をお願い致しました。なお、掲載につ

いては 50 音順とし、また、所属は 2011（平成 23）年 3 月現在のものとし、ご活躍当時の

所属は（  ）を付けて併記しました。 
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回 想 

 

 

 

   
 
 
                              磯部 満夫 

社団法人日本保安用品協会  
（理研計器株式会社）  

 
(社 )日本溶接協会 安全衛生・環境委

員会が溶接ヒュームに関連した労働災害

解決が契機となって発足し、40 年という

長きに亘り、溶接作業環境の安全衛生向

上に寄与された委員並びに関係者各位の

熱心な活躍に敬意を表すとともに、その

一端を担わせて頂けたことに感謝致して

おります。  
私の安全衛生委員会との出会いは、昭

和 51 年 12 月設置された｢溶接発生ガス測

定小委員会｣への参画のお誘いで有った

と記憶しております。当時、私は理研計

器 (株 )で、ガス濃度測定器やガス検知警

報器の研究開発をしておりました。産業

の発展に伴い災害事故や環境汚染は、質

的にも、量的 (規模的 )にも、大きく変化

しており、安全・衛生や環境保全への対

応が急速に変わってきておりました。  
昭和 30 年代後半には、エネルギー資源

が石炭から石油、液化石油ガス等へと変

わるに従って、漏洩ガス検知警報器が、

一般家庭から各種生産工場まで広く設置

され、需要が急速に伸びていました。次

いで、昭和 40 年代には、生産量及び消費

量の飛躍的な増大によって、生産及び消

費からの排出物の量が自然の浄化作用だ

けでは間に合わない段階に至りました。  
製鉄所、石油化学コンビナート、精油

所、火力発電所などから排出される煙道

排ガスや自動車排気ガスによって、大気

汚染が急速に進みました。加えて、土木・

建設工事や化学プラントなどの補修工事

に伴うガス漏洩事故及び酸素欠乏事故に

備えて、可燃性ガス、一酸化炭素、酸素

等の検知警報器の開発も急務でした。更

に、昭和 50 年代後半になると、新しい物

質 (半導体製造ガス、フロン類、その他 )、
新しいエネルギー資源 (原子力等 )及び新

しい技術等が出現するに伴って、新しい

安全・衛生・環境保全が必要になってき

ました。  
以上のように、ガス関連の事故による

漏洩ガス及び各種生産工場からの排出ガ

スの検知警報機器の開発製造に携わって

きました。  
しかしながら、溶接発生ガスという前

に、私は溶接そのものを全く知りません

でした。何度も溶接技術センターでの溶

接発生ガス測定実験に参加して、溶接・

接合、溶断の方法が如何に多岐に亘って

いるかを知りました。溶接時に発生する

有害な物質には、ヒューム及びガス体で

は、一酸化炭素、二酸化炭素、一酸化窒

素、二酸化炭素、オゾンの５種類が取り

上げられました。溶接作業時には、溶接

発生ガスは発生源が常に移動し、オゾン
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及び窒素酸化物のように発生後、不安定

で組成が変化し易いガスの測定方法とし

ては、「①測定機器が小型軽量であること。

②測定方法が簡易であること。③短時間

で測定が可能なこと。」が挙げられました。

上記の制約条件に適合した測定方法及び

測定機器を選び出し、更に、溶接現場で

各ガスに対する測定値のばらつきを確認

し、ばらつきの小さい機器を選定しまし

た。この時点 (昭和 55 年 )では、残念なが

らオゾンの測定に適した測定方法及び測

定機器は得られませんでしたが、溶接発

生ガス測定小委員会を母体とした JIS 原

案作成委員会 (委員長三上博 )が設置され、

作成が行われ、 JIS Z 3952:1981（溶接作

業環境におけるガス濃度測定方法）が制

定されました。  
当時、MIG あるいは TIG 溶接の発展と

ともに、溶接作業時に発生するオゾンに

よる障害の可能性が増加してきました。

そこで、作業環境管理のためのオゾン濃

度測定方法規格化の要望が高まってきま

した。  
安全衛生委員会では、昭和 55 年度にオ

ゾン濃度測定方法原案作成委員会（委員

長：三上博）が設置され、二年余りの調

査、研究によって、溶接現場でオゾン濃

度に対する測定値のばらつきを確認し、

ばらつきの小さい機器を選定することが

出来ました。  
そこで、昭和 57 年、 (社 ) 日本溶接協

会規格 WES 9008:1982（溶接作業環境に

おけるオゾン濃度測定方法）が制定され

ました。  
昭和 62 年度、ガス濃度測定方法 WG

が設置され、 JIS Z 3952:1981 にオゾン濃

度の測定方法及び測定機器を含めるべく、

見直しが行われました。  
昭和 62 年、JIS 改正原案作成委員会（委

員長：山口裕）が設置され、規格 JIS Z 

3952:1981 に含めることの出来なかった

測定方法（定電位電解法、隔膜ガルバニ

電池法及び半導体法の３種）を加えて、

平成 2 年 2 月、 JIS Z 3952:1990（溶接作

業環境におけるガス濃度測定方法）が改

正されました。  
その後、法令の改正に伴う作業環境管

理の強化とともに、平成 7 年には｢規制緩

和推進計画｣が閣議決定され、その具体策

の一つとして JIS 規格の国際整合化の推

進を図ることになりました。そこで、平

成 15 年から 16 年にかけて、 JIS 改正原

案作成委員会 (委員長高橋昭 )が設置され、

対応する ISO 10882-2（溶接及び類似の作

業における安全衛生－作業者の呼吸域の

空気中の浮遊粒子及びガスの測定 (サン

プリング )－第 2 部：｢ガスの測定｣）との

整合を図ることになりました。しかし、

ISO 規格は溶接作業者の個人ばく露ガス

濃度測定が主であり、一方、旧 JIS 規格

は作業環境気中ガス濃度の測定が中心で

した。そこで改正に当たっては、旧 JIS

規格の内容を保ちつつ、個人ばく露ガス

濃度測定を新たに採り入れることにしま

した。平成 17 年 8 月、 JIS Z 3952:2005

（溶接作業環境におけるガス濃度測定方

法）が改正されました。  
更に、平成 20 年、JIS Z 3920:1991（溶

接ヒュ－ム分析方法）の改正原案作成委

員会（委員長：神山宣彦）にも参画させ

て頂きました。この際、｢定量元素が異な

れば、共存元素による干渉、定量感度、

前処理方法などに違いが出る。｣、｢ISO

規格との整合化で、 JIS Z 3950:2005 に規

定されているように、溶接作業環境に浮

遊する粉じん及び作業者の呼吸域の粉じ

んに含まれる元素の定量方法を規定する

こと｣などが特に問題となり、定量元素別

構成に変更しました。上記の 2 つの問題

点だけをみても、 ISO 規格のタイトルが
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｢測定（サンプリング）｣となっているの

には敬服しました。  
今後、溶接技術の発展に伴って、溶接

環境の安全衛生もますます多様化して来

るものと思われます。また、未解決の問

題も多々あると思います。委員会への期

待は、ますます大きくなるでしよう。安

全衛生・環境委員会のますますのご発展

をお祈り申し上げます。  
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発足当時の思い出 

 

 
 
 
 

小笠原 仁夫 

                                  社団法人日本溶接協会  
（日鐵溶接工業株式会社）  

 
労働者の安全衛生については、昭和 22

年以降「労働基準法」において所要の条

項が定められていましたが、それらの条

項のみでは、労働者の安全と健康の確保

が困難となり、昭和 47 年 6 月 8 日に法律

57 号として、「労働安全衛生法」が制定・

公布されるに至りました。  
当委員会は、それより 2 年早い昭和 45

年に特別委員会として設立され、すでに

40 年の月日が流れました。その間、歴代

の委員長をはじめ各委員の方々のご努

力・協力により、数々の規格、調査、研

究、講習、広報等の活動を行ってまいり

ましたが、些かでも溶接作業者の安全・

衛生の向上に役立つことができたのでは

ないかと思っております。  
昭和 45 年日本溶接協会に専門委員会

として「安全衛生委員会」が設立されま

したが、自分が委員会へ参加したのは、4

年遅れの昭和 49 年からであります。  
当委員会の前身とも云える低水素溶接

棒障害対策委員会は、昭和 38 年頃から活

動続けており、当時から自分はその委員

会に参加しておりましたが、丁度、設立

当時、大阪での勤務であったことから、

参加が遅れることになりました。  
参加当時、委員長は三上博先生（職業

訓練大学）、副委員長（ ISO 第Ⅷ委員会）

は吉田兎四郎先生（石井鉄工）でしたが、

若造であった自分がいきなり幹事を命じ

られ、夢中で委員会活動に参画していた

ような気がします。  
溶接時に発生するヒュームの有害性の

調査は、昭和 38 年頃から低水素溶接棒障

害対策委員会を中心に行われてきており、

活動が当委員会に引き継がれてからも委

員会の主なテーマでした。  
昭和 50 年に至り、眼鏡工業会からの当

委員会への参加があって、アーク光が、

ヒュームと共に委員会の主テーマとなる

ようになり活発な議論を行うようになり

ました。  
手始めに、遮光保護具に関する諸外国

の規格調査を行うともに、 ISO に整合し

た JIS の改正作業を行い、昭和 53 年に規

格原案の完成を見ることができました。  
一方、昭和 54 年に労働省（現厚生労働

省）からは、「しゃ光保護具の性能評価等

に関する調査研究」についての委託研究

がありました。  
早速、輿委員長のもと、アンケート調

査及び各溶接材料から発生する有害光線

の実測等を行い、結果を取りまとめて報

告しましたが、労働省では、その結果に

基づき、「しゃ光保護具の使用について」

と題する通達（基発第 773 号）を昭和 56
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年 12 月 16 日付で、労働省労働基準局長

から都道府県労働基準局長宛に発行され

た。  
この通達は、遮光眼鏡の着用が溶接作

業者は勿論のこと、近傍で働く作業者も

裸眼での作業は著しく危険であることか

ら、監督に当たっては遺憾のないように

指導するように。との内容があった。  
この調査をきっかけに、委員会での取

組みも、それまでとは異なって各職場の

生の声をアンケートなどを駆使しての聞

きこみ、また、各業種の実態を把握する

ため現場に赴き調査を重ねることに努め

るようになったように思われます。  
小生は、これまで委員会が実施する規

格、調査、研究、公報活動には、できる

だけ参加するようにして参りました。過

ぎ去る年月は早いもので、早や 40 年が過

ぎ去ってしまいましたが、本当に歴代の

委員長をはじめ各委員の方々のご協力、

ご鞭撻を得まして、幹事・副委員長を勤

めさせていただきました。この紙面をお

借りして感謝申し上げますととともに、

本当に楽しい・有意義な委員会活動であ

ったように思い出されます。  
今後とも当委員会が継続され、益々、

作業者の安全および健康が得られるとと

もに快適な作業環境が得られる一助にな

る活動であることをお祈り申し上げます。 
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安全衛生委員会の回想と要望 

 

 

 

 

 

 

小塩 威 

（日鐵溶接工業株式会社）  
 

 
 
私が安全衛生委員会に参画した時期は、

昭和 59 年から約 7 年間と、平成 9 年から  
5 年間ほどであったと思います。  

昭和 59 年、安全衛生委員会への参画は

社命でした。当時、私は、各種溶接材料

の開発・改良を日常業務としていました。

従って、溶接ヒュームの有害性や捕集方

法に関しては調査し測定もしていました

が、その頃の安全衛生委員会で調査・検

討していた有害光線、ガス濃度の測定方

法、溶接ヒュームの分析方法などに関し

てはまったく知識を持っていませんでし

た。  
山口委員長、小林、小笠原両副委員長

の新体制のもとで、堤幹事とともにいき

なり幹事の指名を受けました。  
委員会開催日の幹事の役割は、議事録

をとることでした。新参の私は出席者の

発言を聞き漏らしてはならないとメモを

とることに集中し、会議の途中で出され

るお茶もゆっくり味わえないほどでした。

しかしながら、安全衛生委員会の方たち

は温厚な紳士の集まりで、それぞれ豊富

な専門知識と行動力を持ち合わせており、

それらの方々や協会事務局の協力をいた

だいたお陰で、数年間の幹事役を無事に

務めることができました。  

同時に、私は、安全衛生委員会の活動

で多くの勉強や体験をさせていただきま

した。  
年に１回あるかないかの居酒屋での懇親

会では、日ごろ聞くことができない委員

の方々の興味ある話や海外での失敗談が

聞かれ、今でも思い出されます。  
平成 9 年当時、私は、高専で若い人た

ちに指導する立場にあったので、溶接の

安全に関する新しい情報を得るべく、再

度、安全衛生委員会に参画させていただ

きました。  
溶接の実習指導の際には、身の安全は

自分で守ることの必要性を生徒に十分伝

えました。  
安全衛生委員会活動のなかで最も印象

に残っていることは、国内事業所の安全

衛生管理者を対象にした、溶接の安全に

関するアンケート調査です。  
職場の環境改善と溶接作業者の呼吸と

目の保護に関するもので、調査内容の作

成、アンケート先の選定から始まり、デ

ータの集計と考察する作業はたいへんで

した。調査結果を雑誌にも投稿し、ある

いは溶接の安全に関する講習会で実情を

報告しました。  
大手企業では、それなりの安全対策が
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採られていましたが、中小企業の多くは

対策が不十分で問題が多いと感じていま

した。  
私は、平成 14 年から 2 年間マレーシ

アの職業訓練校でボランティア活動をし

ました。  
その間、鉄工所や水道管施設の建設現

地を数箇所訪れました。すでに後進国と

は言えないマレーシアの溶接現場でも、

保護手袋なしで溶接ホルダーを握る作業

者や素足にゴムぞうりで溶接作業をする

者がいました。勿論、呼吸保護具をつけ

た作業者は全く居ませんでした。このよ

うな人たちや管理者に溶接の安全につい

て説いても、糠に釘で、むなしい思いを

したものでした。  
帰国後、私の住む市内の中小鉄工所を

５社ほど訪ねてみました。やはり、防じ

ん設備などは勿論無く、溶接作業者は保

護面と手袋を使用するだけで、保護めが

ねや呼吸保護具を着けた作業者は全く見

当たりませんでした。わが国の小規模企

業の溶接現場環境は、30～40 年前と何ら

変わっていないのではないかと思われま

した。  
1986 年（昭和 61 年） IIW 東京大会第

Ⅷ委員会の Work shop では、安全衛生委

員会（ IIW 第Ⅷ委員会）は、国内の保護

具メーカの絶大な協力によって個人用溶

接保護具を展示しました。  
展示品に対して世界各国の委員の方々

が絶賛していた通り、わが国には素晴ら

しい個人用溶接保護具がすでに商品化さ

れています。さらに、安全衛生委員会の

活動成果とも言える、溶接作業者のため

の保護具や職場の粉じん・ガス濃度測定

に関する立派な JIS が定められています。 
各種法令や職場の環境改善設備そして

個人用保護具は、溶接作業者の安全を守

るために存在し役立つ必要があります。

安全衛生・環境委員会は、国内はもとよ

り世界各国の作業者や管理者のために、

生きた法令の作成、活発な啓蒙活動を今

後も続けていただきたいと真に願ってい

ます。  
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安全衛生・環境委員会に参加して 

 
 
 
 
 

   清水 一孝 

                                株式会社理研オプテック 
 
 
私の安全衛生委員会との係りは、平成に入っ

て間もなく、代表者である三須倉太郎現相談役

のお供で、溶接の安全衛生を確保するための規

格や製品傾向を勉強させて頂くため、また、溶

接現場では何が問題で、これらの解決のために、

なにが必要なのかを勉強させて頂くために参加

させて頂いたことから始まりました。 
私は、昭和 42 年から保護めがね等のセールス

のため、主に造船工場と鉄鋼メーカー、それに

自動車メーカーの生産現場に入りましたが、特

に、溶接作業から発生する強烈な光やヒューム

に、当初は恐怖感すら覚えました。 
その頃は、保護めがね等を直接現場に納品す

るため、最小必要限の保護具を装着して現場に

入りましたが、今でも大変な装備であつたと記

憶があります。 
アーク光からの有害放射は、眼や皮膚に危険

で、紫外線の影響で発生する電気性眼炎や強烈

な可視光線に晒されると眼に障害を残すことに

なるので、これを防ぐためにはＪＩＳ規格で定

められ、品質が保証された遮光レンズ・遮光プ

レートをお薦めして、眼の障害が発生しないよ

うに“安全・安心”を販売すること。 
このような社内教育等を受け、関連規格を承

知し「作業者の眼は私が守る」と、意気に燃え

て現場に入った訳ですが、実際の作業現場では、

我々の考えどおりにはそう簡単に進みませんで

した。 

作業者の皆さんや安全管理のお立場から、保

護具に関するご意見を伺い、安全で使い易い保

護具の改良や開発も幾らか経験していましたが、

さらに体系的な知識を身につけたいと願っての

委員会参加でした。 
ですから、社長のお供で緊張はしていました

が、伝統ある安全衛生委員会に参加出来たこと

は喜びでしたし遮光保護具の一流セールスマン

になったように感じました。 
委員会を構成される諸先輩方は、溶接のご専

門の方やじん肺や眼科のご専門で、学識も豊富

で、加えて夫々の現場で活躍された方、そして

教育訓練機関の教授や産業医学総合研究に携わ

る先生方で構成されておりました。 
平成 5 年になると、当時の山口委員長、小笠

原副委員長から命で「溶接用遮光カーテン」の

現状調査と国際規格の調査などを行うための下

調べを当社が承り、将来WES規格化のために「溶

接用遮光カーテン規格化小員会」設立の準備に

も参加しました。 
溶接現場で作業者が装着しない、作業者の負

担を軽減するための保護装置で、様々な調査や

実験などを行い、規格化の最終案まで作成しま

したが、諸般の事情で WES 規格にはならず現在

に至っておりますが様々な実験結果は貴重な財

産となっています。 
溶接用遮光カーテンは、溶接現場と周辺作業

を分けて、周辺作業者の眼を守るために有効で
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あると承知していますので、今後機会ある毎に

体系的な研究が必要と考えております。 
さて、委員会メンバーとなって一番の思い出

は、ヨーロッパで開発された溶接用自動遮光面

が輸入され溶接作業者にその利便性が受け入れ

られ普及されだしたことです。 
私自身も良く解らないながら、ドイツの展示

会に見学に行き、実際に試して、早速、展示商

社から買い付けて国内紹介した経験があります。 
その溶接面は、アーク光を受けると遮光度 3

～4 程度の明るい状態の溶接フィルタが瞬時に

遮光度 10～12 程度の暗い状態に変換され、アー

クが終了すると瞬時に元の明るい状態に戻ると

いう、画期的な製品でした。 
しかし、それは途轍もなく高価で、それまで

の溶接面と遮光フィルタプレートの組み合わせ

価格の約 20 倍程度の価格でしたが、3K 作業の

代表といわれる溶接作業者には、格好がよくて

軽量で、視界が広く、面の上げ下げが不要で、

しかも両手が自由に使える画期的溶接面として

受け入られるようになりました。 
一方、安全管理と品質保証の観点から、ボタ

ン電池やソーラ電池を使用して、回路を駆動さ

せ、明るい状態のフィルタを瞬時に暗い状態に

する電気的な駆動のバラツキを危惧する声や、

何よりも品質を保証するべく国内規格の整備を

求める声も多くありました。 
当委員会ではこのような声に応えるべく、溶

接用自動遮光面の調査に入り、平成 5 年には奥

野勉氏を小委員会委員長に選任し、メーカーや

学識経験豊富なメンバーで編成した「溶接用液

晶式自動遮光面規格化小委員会」設置し、微力

ながら私も参加させて頂き、様々な調査研究活

動を行い、海外規格の調査などを経て、WES 規

格を制定して現在に至っています。 
この詳細は本文「溶接用液晶式自動遮光面規

格化小委員会（ADL 小委員会）」に報告されてい

るのでご参照お願いします。 
平成 12 年から委員会の名称は「安全衛生・環

境委員会」と改称され、溶接の安全衛生と環境

問題を取り上げる委員会の役割はますます重要

で、その中で私は、溶接作業で発生する有害放

射から作業者の眼や皮膚を保護するための保護

具・保護装置の開発普及にお役に立ちたいと願

い、諸先輩方のご指導を頂きながら今後も勤め

て参る所存です。
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安全衛生・環境委員会における規格開発について 

 
 
 
 
 

 
堤 紳介 

財団法人日本規格協会 
（株式会社神戸製鋼所） 

 
私は、1984 年から当委員会の前身である「安

全衛生委員会」に幹事として参画し、2004 年 6

月 1 日付けで財団法人日本規格協会に出向する

まで、幹事として当委員会の活動に参画した。 
現在、同協会において鉄鋼・非鉄材料分野の

JIS 開発支援を担当しているので、溶接の安全衛

生・環境に関する JIS 及び WES（日本溶接協会

規格）の開発に関して、1984～2004 年における

当委員会の活動を振り返ってみる。 
溶接の安全衛生・環境の JIS 開発においては、

当委員会が JIS 素案の作成を担当することが多

く、中立者、生産者、使用者などで構成される

原案作成委員会においても当委員会関係者が中

心的な役割を果たしている場合が多い。 
1995 年に WTO/TBT 協定（貿易の技術的障害

に関する協定）が発効され、加盟各国は強制／

任意規格などの作成や改正を行う際、原則とし

て国際規格を基礎として用いることが義務付け

られた。溶接の安全衛生・環境の JIS についても、

ISO/TC44（溶接）/SC 9（安全・衛生）が作成す

る ISO 規格とできる限り整合させることが求め

られることになった。 
1991 年に改正された JIS Z 3920（溶接ヒューム

分析方法）は、対応する ISO 規格がないため、

国内で行われていた分析方法だけを検討して改

正が行われた。 
溶接作業環境における粉じん濃度測定方法・

ガス濃度測定方法に関しては、1986 年に JIS Z 

3950（溶接ヒューム濃度測定方法）が改正され

た後、1994 年の改正において、JIS Z 3951（溶接

作業環境における溶接ヒュームの平均濃度決定

方法）を統合して、規格の名称が「溶接作業環

境における粉じん濃度測定方法」に変更された。

また、1990 年に JIS Z 3952（溶接作業環境におけ

るガス濃度測定方法）が改正された。これらの

改正では、国内の作業環境関連の法令等への対

応、国内で開発された測定方法の追加などが行

われた。 
2001年及び 2000年に、JIS Z 3950:1994 及び JIS 

Z 3952:1990 の対応国際規格である ISO 10882-1

及び ISO 10882-2 がそれぞれ発行されたため、

2003 年～2004 年にこれらの JIS の改正作業が行

われた。JIS Z 3950:1994 が、溶接作業環境気中

の粉じん濃度測定と個人ばく露粉じん質量濃度

測定とをほぼ同ウエイトで規定しているのに対

して、ISO 規格は主として個人ばく露粉じん質量

濃度測定方法を規定していた。そこで、JIS Z 

3950:1994の構成を維持しながら ISO規格の内容

をできるだけ採用して改定された。 JIS Z 

3952:1990 は、主として溶接作業環境気中のガス

濃度の測定方法をしていたが、ISO 規格は、主と

して溶接作業者の個人ばく露ガス濃度の測定方

法を規定していた。このため、作業環境のガス

濃度測定方法について内容を充実させるととも

に個人ばく露濃度の測定方法を追加して改正さ

れた。 
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これらの規格の改正作業においては、各種測

定方法について技術的な面から詳細に検討が行

われ、実務を担当された当委員会関係者が大変

苦労されたように記憶している。作業環境中の

濃度測定方法の ISO 規格への提案を検討するこ

とが、今後の課題と思われる。 
WES については、溶接現場で使用され始めた

自動遮光形溶接用フィルタの規格化を行うこと

になったが、フィルタの明るい状態から暗い状

態への反応速度の調査が難航したため、WES 

9010（自動遮光形溶接用フィルタ）として制定

されたのは、2004 年であった。 
当委員会の活動ではないが、WES 9009:1998

（アーク溶接の安全衛生管理）については、溶

接棒部会技術委員会の1995年度～1997年度調査

第 6 分科会において原案作成が行われ、私は主

査としてこの分科会に参画した。この WES は、

アーク溶接で発生するヒューム、ガス、アーク

光、スラグ、スパッタ、アーク熱などによる障

害から作業者を保護するとともに、感電、火災、

爆発などを防止するための管理手引きについて

規定しており、当委員会における活動で得られ

た情報は、原案作成に必須であった。この分科

会にも当委員会関係者に参画いただき、深く感

謝している。 
最後に、溶接の安全衛生・環境に関する問題

を解決するために、今後も当委員会が活発な活

動を続けられることをお祈り申し上げる。 
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溶接作業環境測定を見つめて 

 

 

 
 
 

 
新関 満 

                                 柴田科学株式会社 
 
 
安全衛生・環境委員会の発足 40 周年を迎えら

れ、溶接作業で働く人々の健康と安全のために

ご努力された多くの委員の方々に深く敬意を表

します。 
私は環境測定機器メーカーの一員として平成

8年度の第146回安全衛生委員会から参加させて

いただきました。そして今日まで、JIS 原案の作

成委員会や溶接作業環境の調査研究などのメン

バーとして溶接作業環境の測定に関わる活動に

微力ながら力を注いで参りました。40 周年の回

想にあたり、それらの思い出を述べさせていた

だきます。 
最初の取り組みは、この年の委員会に JIS Z 

8812（有害紫外放射の測定方法）の見直しが議

題として提げられ、当時広く使用されていた「有

害紫外線計」の性能についてメーカーの立場で

報告したことです。この測定器は昭和 54 年に当

委員会に設けられた「有害紫外線調査委員会」

を契機に労働省産業医学総合研究所の輿重治博

士が考案されたもので、溶接作業などで生ずる

紫外線による電気性眼炎など、人間の眼に対す

る有害作用について ACGIH の勧告に近い特性

があり、有害紫外線の被ばく量を積算して表示

することができる画期的な測定器でした。この

測定器は数年前まで広い分野で使用されてきま

したが、その後製造中止となって残念ながら現

在ではほとんど見ることができなくなってしま

いました。 

平成 8 年から平成 10 年にかけては JIS Z 3930

（被覆アーク溶接棒の全ヒューム測定方法）改

正素案作成委員会に参加し、国際規格との整合

性を検討するため CEN と JIS との測定方法を比

較する共同研究を溶接棒部会技術委員会の方々

と実施しました。この研究では発生する溶接ヒ

ュームを短時間で大量に捕集する条件があるた

め、当時大気環境測定に普及していたハイボリ

ュームエアーサンプラーを使用して JIS の測定

方法が CEN の条件を満足していることを確認す

る作業となり、担当していた大気汚染測定用サ

ンプラー開発での経験が生かされる良い機会と

なりました。 
この改正に引き続き平成 13 年度には、JIS Z 

3950（溶接作業環境における浮遊粉じん濃度測

定方法）改正原案作成委員会が発足し、国際規

格 ISO との整合化を図る取り組みが開始されま

した。JIS と ISO を比較すると、JIS は作業場の

気中濃度測定が基本であり ISO は作業者の呼吸

域における測定が主となっているため、委員会

では個人ばく露濃度測定方法について新技術の

検討が行われました。溶接作業者のばく露濃度

を測定するためには小型で軽量が重要であり

ISO では小型のフィルターホルダーが採用され

ていますが、日本ではヒューム濃度を高感度・

リアルタイムで測定できる光散乱式粉じん計が

早稲田大学名古屋教授と柴田科学で開発されて

いたためこれを新たに取り入れることになり、
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更に日本における「場の測定」も評価して作業

環境気中濃度測定と個人ばく露濃度測定をほぼ

同等のウエイトをおく内容で作成されました。 
この測定法は平成 19 年度に開始された「溶接

作業環境の実態及びその対応のための調査研

究」において実際の作業環境調査で実践されま

した。私もこの委員会メンバーとして、船舶、

建築鉄骨、車両・化学機械など 6 事業所におい

て作業環境測定を担当いたしました。 
溶接ヒュームの個人ばく露濃度を正確に把握

することは簡単ではありませんが、安全衛生・

環境委員会の取り組みによって新たな測定方法

や測定機器が開発され、測定精度が向上するこ

とによりその防護対策も進み作業者の健康管理

に貢献されることが期待されます。 
最後にこのような貴重な体験をさせていただ

いた日本溶接協会に感謝するとともに、溶接の

現場で働く方々の生命を守るためにこの安全衛

生・環境委員会が今後もますます発展されるこ

とを念願しております。 
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回 想 

 
 
 
 
 
 

西田隆法 

特定非営利活動法人エコウェル 

（職業能力開発総合大学校） 

 

筆者と安全衛生・環境委員会との係りは、当

時、職業訓練大学校（現職業能力開発総合大学

校）教授であり、安全衛生委員会委員長である

故三上博博士の要請で、溶接ヒュームの簡易測

定法の実験依頼を請けたことにある。 

当時（1963 年頃）、日本では各産業において

公害問題が取り上げられていた。溶接関係にお

いても橋梁労働組合から被覆アーク溶接時に

発生するヒューム、特に低水素系ヒュームの身

体に及ぼす害についての懸念が指摘されてい

た。 
日本溶接協会は諸般の事情から“低水素系溶

接棒障害対策委員会”を 1966 年 2 月 15 日に設

置し、この問題について本格的な取り組みを始

めている。 
この時、日本溶接協会のヒュームに対する対

策案の要旨は次のようなものであった。 
１） 溶接棒製造上の考慮：有害とみられるヒュ

ームの組成、形状、発生量の改善 
現在は低ヒューム溶接棒、ハームレス棒

としてこれらの成果が挙がっている。 
２） 低水素系溶接棒使用上の注意：溶接作業時

の作業環境の評価を行い、評価に基づいて

管理上必要な措置を行う。屋内、屋外を問

わず作業環境が評価基準を超える恐れの

ある場合、防塵マスクの使用、換気装置の

適正配備を指示する。 
３） 健康診断：通常の健康診断の際、溶接作業

による障害の疑いがある者については特

に精密検査を行う。 
４） 作業管理者：衛生管理者又は作業主任者を

置き監督する（労働安全衛生法）。 
これら日本溶接協会のヒュームに対する対

策案の要旨も踏まえ、柴田化学の阿部、榎本両

技師（当時）の協力を得ながら溶接ヒュームの

簡易測定法の実験に取り組んだ。 
実験内容としては溶接ヒュームを重量法（絶

対濃度測定法）であるろ紙重量法と相対濃度法

（簡易濃度測定法）であるデジタル粉塵計で同

一条件で同時測定し、その相関関係からＫ値

（補正係数）を求めることにあった。この場合、

ろ紙重量法によるヒューム重量値（ろ紙重量

値）は直接秤量で絶対的なものである。このろ

紙重量値にデジタル粉塵計による測定値が棒

種、溶接物に関係なく直線関係にあれば、ある

補正係数（Ｋ値）を乗ずることによりデジタル

値をろ紙重量値に換算することができる。この

ため上述した実験を行ったところ、実験の結果、

デジタル粉塵計とろ紙重量法で測定した値は

比例関係にあり、補正係数（Ｋ値）により相互

に求められる関係にあることが分かった。これ

により溶接棒、溶接物の種類を問わず発生した

ヒュームをデジタル粉塵計で測定し、この測定

値にＫ値を乗ずればろ紙重量法で測定したと

同様な正確なヒューム濃度を得ることができ

る。この実験結果より、デジタル粉塵計を使用



- 21 - 

することにより溶接現場のヒュームを正確に

しかも瞬時に測定することが可能になった。こ

れらの実験結果は JIS の溶接ヒューム濃度測定

の根幹となった。
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安全衛生・環境委員会の回想 

 

 

 

 

 

 

野口 良明 

東亜外業株式会社 

（日鐵住金溶接工業株式会社） 

 
私は、平成 14 年 9 月～同 17 年 6 月までと平

成 19 年 4 月～22 年 9 月まで、安全衛生・環境

委員会の委員として活動させていただきまし

た。前半の 3 年間は溶接材料を製造する立場か

ら幹事として、後半の 3 年間は溶接材料を使用

する立場から参加でした。 
もともと平成 8 年～11 年にかけて、尼崎労働

基準協会の安全衛生委員として作業環境の改

善のため、活動をしていたこともあり、溶接協

会の安全衛生・環境委員会での活動については、

違和感もなく参加できたように思います。特に

尼崎市は中小企業が多く、溶接作業環境の改善

や、防塵マスクの着用など、安全衛生面におけ

る改善の難しさを実感していました。そこで、

様々なアンケート調査や、改善事例の紹介など

を通じて溶接作業環境の改善、作業者の意識改

善などに努め、成果を上げることができ、全国

労働安全衛生大会でその事例を尼崎労働基準

協会の、粉じん対策委員会から発表して頂いた

ことがあります。 
最初に申し上げたように、はじめの 3 年間は

どうしても溶接材料の製造者としての立場か

ら様々な規格や、粉じん対策などを考えていた

ように思います。後半は溶接作業を行う立場で、

規格や粉じん防止対策などを考えるようにな

り、有害物質からいかにして溶接作業者や周辺

作業者の安全を守っていくかに重点を置いた

考え方で参加させていただきました。 

見る立場が違うと同じ事象でも異なって見

えてくるものであると実感したことが何度も

あります。 
例えばアークからの目の保護という点では、

前者の場合、保護眼鏡を着用するのは、作業者

として当然のことではないか。と思っていまし

たが、実際の職場では、仮付け溶接の際など、

なかなか守ることが難しい。どのような方法で

あれば、作業者が保護眼鏡を着用できるように

なるだろうか、また、できるだけ、簡単で安全

な方法はないのだろうかという考えに立つよ

うになりました。 
通算 6 年間の安全衛生・環境委員会の活動で

印象に残るものは、溶接作業環境の調査と作業

用保護具に関する検討、JIS 規格、WES 規格の

改定作業など、多くの専門委員の方々と意見を

交換しながら規格案を作成していったことで

す。 
溶接作業には多くの有害作業が含まれてい

ます。 
理想的にはヒュームがなく、粉じんも発生せ

ずに、有害なアーク光もない、接合が可能であ

ればよいのですが、現在の技術レベルでは実現

しそうもありません。 
したがって、いかに溶接作業中に発生する有

害因子から、作業者や周囲の人々を守っていく

かが大きな課題でもあります。 
そのために、有害物質から防護するための諸
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施策を立てること。経営者、監督者、労働者に

溶接作業時の有害物質や危険性に対する意識

をきちんと伝え、徹底することが重要な課題で

あると思います。 
最近 NHK の朝ドラ“てっぱん”で主人公の

育ての親が溶接作業する場面がありました。 
ところが防塵マスクを着用しないで溶接作

業を行っているシーンがあり、翌日にはそのシ

ーンにテロップで『実際のアーク溶接では防塵

マスクの着用が義務付けられています』と表示

され、ほっとしたことを覚えています。 
このほか、報道ニュースなどを見ても時折、

アーク溶接や、ガス切断などで、保護面や保護 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

眼鏡など用いていないケースもあり、これらも 
今後はチェックしながら、啓蒙を進めていくこ

とが必要ではないかとも感じています。 
ともあれ、安全衛生・環境委員会で様々な専

門の先生方、多くの先輩に囲まれながら、ある

時は溶接協会の会議室で、また、場所を変えて

ノミニュケーションの席で議論をさせていた

だいたことは、私の人生にとって本当に有意義

な時間であったと感謝しています。 
今後とも、日本の溶接環境の改善、溶接作業

に従事する人々の安全と健康を守るために

様々な提言を発信する委員会として、ますます

の発展を心よりお祈り申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


