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8.1  IIW 第 VIII 委員会（安全衛生）関連 
この 22 年間（1990 年～2011 年）の IIW 大会開催地を下表に示す。開催月は、通常、毎年 7 月である。

その間、第 VIII 委員会（安全衛生）には、1990 年のモントリオール大会から 2002 年のコペンハーゲン

大会まで、山口裕委員長（2000 年より参与）が出席し、中間会議にも積極的に出席してきた。2002 年

コペンハーゲン大会には、山口裕参与と神山宣彦委員（2006 年より委員長）が出席し、翌年から現在ま

で神山宣彦委員が出席している。 
 

IIW 年次大会開催年と開催地 関連資料 
1990 年   モントリオール大会（カナダ） L-880、 881、 883、 884、 887、 889、 900、 

901 

1991 年   ハーグ大会（オランダ） L-933、 934、 942、 943、 944、 952 

1992年   マドリッド大会（スペイン） L-981、 982、 983、 984、 985 

1993 年   グラスゴー大会（英国） L-1022、 1030、 1031、 1032 

1994 年 4 月 ベルリン中間会議（ドイツ） L-1046 

1994 年   北京大会（中国） L-1056、 1059、 1061、 1062 

1995 年 1 月 パリ中間会議（フランス）  

1995 年   ストックホルム大会（スウェーデン） L-1063、 1079、 1080、 1081、 1082、 1083、 

1084、 1087、 1088、 1089、 1099、 

1996 年 3 月 バーゼル中間会議（スイス）  

1996 年   ブダペスト大会（ハンガリー） L-1115、 1126、 1133、 1134、 1135、 1136 

1997 年 3 月 ポーツマス中間会議（英国） L-1152 

1997 年   サンフランシスコ大会（アメリカ） L-1166 

1998 年 3 月 ローマ中間会議（イタリア） L-1167、 1176、 1177、 1178、 1179 

1998 年   ハンブルグ大会（ドイツ） L-1218 

1999 年 1 月 パリ中間会議（フランス） L-1217  

1999 年   リスボン大会（ポルトガル） L-1249、 1258 

2000 年   フィレンツェ大会（イタリア） L-1320 

2001 年 3 月 パリ中間会議（フランス） 口頭報告 

2001 年   リゥブリアナ大会（スロベニア） L-1348、 1360 

2002 年 1 月 パリ中間会議（フランス） 口頭報告 

2002 年   コペンハーゲン大会（デンマーク） L-1415、 1416、 1417、 1418 

2003 年   ブカレスト大会（ブルガリア） L-1477、 1478、 1492-0、 1492 

2004 年   大阪大会（日本） L-1503、 1533、 1534 

2005 年   プラハ大会（チェコ） L-1593、 1594 

2006 年   ケベック大会（カナダ） L-1623、1629 

2007 年   ドブロブニク大会（クロアチア） L-1679 

2008 年   グラーツ大会（オーストリア） L-1720、 1720’ 

2009 年   シンガポール大会（シンガポール） L-1764 

2010 年   イスタンブール大会（トルコ） L-1799 
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1997 年以降の第 VIII 委員会会議の要旨を下表に示した。 
 

1997 年 IIW 第 VIII 委員会(安全衛生)（サンフランシスコ会議、アメリカ合衆国） 
項  目 内  容 今後の対応 

1．溶接作業環境
2000 の推進 

造船所の作業環境改善は、若年溶接技能者確保のため重要な課題であ
り、改善事例の報告を各国造船工業に呼びかける。日本の進めている
ロボット化は参考になる。 

 

2．溶接作業者の
放射線曝露 

  トリウム－タングステン電極による TIG 溶接：TIG 溶接中の曝露レ
ベルは年間許容量以下だったが、集塵装置なしの電極研磨で許容量を
超えていた（ドイツの報告）。トリウムのランタン、セリウムによる
代替化と国際規格化は EC で推進中。 
アルミニウム溶接の探傷法に放射線が使用、調査すべき。 

タングステン電極のトリウ
ム危険性と対策のステート
メント原案をドイツが作
成。 

3．溶接作業者の
ダイオキシン曝
露 

  ハロゲン含有塗装剤の加熱（特に熱切断）によるダイオキシン発生
（pg/m3台）が認められた（ドイツの報告）。 

ダイオキシン発生と抑制策
のステートメント原案をド
イツが作成。 

4．亜鉛メッキ材
溶接 

  溶接工に金属熱にともなう肺水種がみとめられ、注目して行く必要
がある。最近、日本でも溶接工の肺水腫の報告あり。 

 

5．ヒューム発生
抑制技術 

  MIG 溶接でワイヤー送給速度の調節によるヒューム発生量の抑制が
可能（オーストラリア報告）。新たな調査研究を呼びかけ。 
  Reactive Metal（＊）を用いた Metal cored arc welding で６価ク
ロムの発生が抑制された。 
（＊）Reactive Metal：core 中の Fe 粉に 1％の Zn、 Mg、 Al を添加
したもの。 

６価クロムとニッケルによ
る肺がんに関するステート
メントに、アスベスト曝露、
喫煙が影響することを含め
る。 

6．溶接ヒューム
による環境汚染 

  環境空気と水の金属汚染、特に６価クロムとマンガンの汚染が問題
となる。集塵装置のヒュームは有害廃棄物として処理すべき。 

 

7．その他 電磁場曝露 電磁場曝露による染色体異常の危険性について疫学
データを収集する。 
青色光障害 青色光域の現場測定器の開発を日本で推進する。 

 
 

 

1998 年 IIW 第 VIII 委員会(安全衛生)（ハンブルグ会議、ドイツ連邦共和国） 
項  目 内  容 今後の対応 

1．トリウム－タ
ングステン電極 

ドイツ原案が審議され、次の成文が採択、IIW 機関紙に掲載される。 
・トリウム酸化物は電極に最大 4.2％含有（ISO 6848） 
・トリウム酸化物は電離放射性である。 
・トリウム－タングステン電極に関する研究によれば、同電極の通常

作業条件下の貯蔵･溶接・研磨中のβ線とγ線の外部曝露は自然放
射曝露より遥かに低く、無視してよい。 

・電極先端の研磨中の放射性粉じんは吸入による内部曝露は潜在的危
険性を有している。健康障害防止のために研磨粉じんの吸引除去対
策が必要である。 

・溶接作業中の内部放射曝露は、電極の消耗が極めて遅ければ無視し
てよいが、局所廃棄装置を用いない交流アルミニウム溶接では国際
放射線防護会議（ICRP）の許容曝露値を超える可能性もある。 

・そのための対策として、できるだけトリウムフリーの電極を使用す
る、トリウム入り電極の使用が避けられないときは適切な換気と集
塵装置が必要である、研磨・溶接の堆積粉塵の定期的な除去と処理
を行う。 

IIW 機関紙への掲載 

2．閉鎖狭隘空間
での溶接作業 

造船所における二重船底、化学工業のタンク内、橋梁等の金属構造
物などでの閉鎖狭隘空間における溶接作業に関して、危険性の指摘と
災害防止のステートメント草案が委員長より出され審議。主要な問題
は次の点である。 
1) 電磁波放射、強電磁場の危険性 
2) 不活性ガスシールド溶接におけるガス濃縮や構造材の酸化による

酸素欠乏 
3) 酸素、可燃ガスの漏洩、可燃物等による爆発、火災 
4) 溶接ヒューム・ガスの蓄積 
5) 熱放射による熱中症、紫外放射による眼および皮膚の損傷 

閉鎖狭隘空間での溶接作業
の危険性と対策に関するス
テートメントの起草と発
行。 

3．非電離放射線
の眼への影響 

青色光などの可視光の影響について疫学調査が不十分なのでフラ
ンスが調査中。溶接アーク光の ACGIH 勧告に対応した青色光域用現場
測定器を日本で開発中。 
紫外線強度は、近年アルミニウムおよびマンガン鋼溶接で高いとさ

れているが、フィルターの遮光性能の再検討は必要ないのかとの提言
あり。 
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4．溶接ヒューム
の組成と吸入の
影響 

1) ヒュームの組成はシールドガスによっても変化するので、今後調
査研究が必要。 

2) 酸化亜鉛ヒュームによる金属熱は TLV 以下でも発現しており、TLV
の見直しが必要。 

3) ステンレス溶接工に関して、肺がん死亡率が高いことについて次
期中間会議でフランスの専門家を招き討議する。また、慢性気管
支炎の高い罹患率や呼吸機能の低下、オゾン曝露の加速作用、Cr、
Ni、Co のアレルギー性との関連、喀痰排出困難症状についての病
因論等の議論と理解が必要。 

4) Mn 鋼材の増加に伴い Mn ヒュームの影響について調査研究が必要。
最近アメリカで、軟鋼溶接の Mnヒューム濃度の保護面内測定値が、
許容濃度（2mg/m3）を超える場合が多いとの報告。フランスでは、
スチール産業の 40％が Mn 鋼を扱っている。Mn 問題は将来の溶接
の中心課題である。 

5) アルミニウム溶接工の血中および尿中 Al 濃度と Al ヒューム曝露
濃度との相関が高い。精神･神経的疫学調査との相関性も見て行く
べき。 

6) 溶接ヒューム対策は、その発生量の抑制には限界がある。ヒュー
ム除去技術に重点をおくべき。そのため次の事項が重要である。 
・ ヒューム除去機構と機能を備えた作業場をデザインする。これ

は溶接技術の中で最重要事項として位置付けられる。 
・ 適切な換気方式を選び効果的に応用する技術に熟練する。 
・ 溶接点からのヒューム拡散抑制方法として吸煙トーチや局所

排気装置の適切な使用。 

ヒュームの組成調査 
 
 

溶接作業者の肺癌死亡率の
調査 
 
 
 

Mn 問題の調査 
 
 
 
 

Al 問題の調査 
 
 

溶接ヒュームの工学的対策
の推進 
 

5．電磁場曝露 1) 溶接点から 20cm の距離で 100μT 以上の曝露がみられる。CEN では
規制基準の設置を考慮中。将来の議題として提案された。 

2) 直流溶接におけるペースメーターに対する影響は、溶接プロセス
ごとにその曝露強度を調査すべき。 

 

6．ダイオキシン
問題 

溶接塗料の塩化ビニールその他の含塩素有機塗布剤からの溶接・溶
断時の熱分解と熱重合によってダイオキシンが発生する。 

曝露抑制は緊急課題として
次回提案。 

 

1999 年 IIW 第 VIII 委員会(安全衛生)（リスボン会議、ポルトガル共和国） 

項  目 内  容 今後の対応 

1．溶接に関する
国際規格 

溶接作業における危険警告標識の国際規格策定 
VIII 委員会と CEN の標準化の討議を、欧州各国と日･米の強調を計

るため今後平行して進める。 

米国の原案を ISO で審議 

2．溶接作業者の
視機能の疫学調
査 

溶接作業者の視機能についてフランス眼科学会 WG が行った疫学調
査結果の要約が報告された。 
・強烈な光による目くらみ(Dazzlement)からの回復は、酸素ガス溶接
工が最も遅い。 

・色覚は溶接工に低下の傾向あり。 
・動的視力は特に 50 歳以上の溶接工に近点視力低下が著しい。 
・一般的に保護眼鏡の着用はフランスでは概ね適正と認められた。 

 

3．アーク溶接作
業者の肺がん死
亡率 

アーク溶接工の肺がん死亡率のドイツ癌研究センターの報告。 
・1989‐95 年（7 年間）における溶接工（1213 人）と旋盤工（1688
人）の追跡調査の結果、95％の死因が確認され、溶接工の肺癌死亡
率は旋盤工より約 35％増加しており、特に呼吸器癌死亡率は 50‐
60％増加していた。 

・これらの増加は、アスベスト曝露による中皮腫死亡率の増加および
クロムやニッケルを含むヒューム曝露による肺癌増加が主因と見ら
れる。 

 

4．溶接ヒューム
中のマンガンの
健康障害 

・軟鋼のアーク溶接、イルミナイト系棒溶接、フラックスワイヤ溶接
のヒューム中の高濃度マンガン曝露は、溶接作業者の中枢神経障害
や受精率低下などの危険性がある。それらの溶接プロセスでの、マ
ンガン起因の危険性の種別や範囲、影響及びリスクの評価、発塵の
抑制、作業場の工学対策、作業者の教育訓練や情報伝達の必要条件
などを網羅したステートメントを次回討議する。 

・討議のための基礎文献が委員長より提供された。 
・溶接ヒュームのマンガンによる症例報告あり（アメリカ）。 

ステートメントの原案を起
草し、次回討議する。 

5．溶接作業にお
ける電磁場につ
いて 

電磁場の健康障害が懸念されており、電磁場の健康障害に関するス
テートメントが望まれている。基本資料がフランス溶接研究所から提
供された。今後、新しい調査データを加えて草案の検討を進める。 

電磁場のステートメント草
案の検討。 
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6．職業性肺癌危
険因子としての
モリブデンにつ
いて 

ベルギー（アントワープ大学）の疫学調査で、溶接作業者、造船所
作業者、港湾作業者に肺癌リスクが高く、作業環境曝露因子としてク
ロム、モリブデン、鉱物油が肺癌と強く相関していると報告。モリブ
デンの肺発癌性は 1981 年にリストアップされているが、疫学による
最初の報告である。今後、モリブデン鋼材の溶接についてもクロム、
ニッケル鋼材同様の配慮が必要である。 

 

7．トリウム－タ
ングステン電極 

昨年討議採択したトリウム－タングステン電極に関するステート
メントに対してドイツから修正意見が出された。アルミニウム交流
TIG 溶接におけるラジオアクティブ粒子の過剰発生に関する警告は、
その方法は既に用いられていないので削除すべきというもの。これに
対する異論もあり今後検討する。 

今後も検討を続ける。 

8．溶接ヒュー
ム･ガスの有害
性格付けについ
て 

ドイツは、溶接ヒュームの有害性を I～III の 3 段階に分類し、そ
れらに対する溶接作業者の呼吸保護対策の指導表を作成した。例え
ば、鉄粉塵は I、Ni および Cr は III、Al-MIG 溶接のオゾンは III と
し、さらに金属材料別、溶接方法別などの別の軸を設けて分類してい
る。これを参考に ISO 化の提案があった。 

今後も検討を続ける。 

 

2000 年 IIW 第 VIII 委員会(安全衛生)（フィレンツェ会議、イタリア共和国） 

項  目 内  容 今後の対応 

1．トリウム－タ
ングステン電極
に関するステー
トメントの再検
討 

・昨年度年次会議でドイツから修正意見のあった Al-TIG 溶接事項の
削除については、各国の事情をアンケート調査した結果、その溶接
が行われている国もあることから削除しないことに決定。 

・UK の代表から、Al-TIG 溶接の権威である Prof. Lucus 等の意見と
して、そのトロンの発生は TLV を超える恐れがある、welding pool
の表面酸化防止に交流 TIG が用いられるなどが紹介された。これら
を含めてステートメントを改正することとした。 

Al－TIG 溶接ステートメン
トの改定。 

2．溶接ヒューム
中のマンガンの
毒性について 

船舶、橋梁、レール等の軟鋼の溶接ヒューム中に存在するマンガン
は、脳･神経毒性が疑われている。最近、デンマークでマンガンの生
殖毒性を疑わせる調査結果が報告された。金属作業者群の精子の定量
的形態学的分析で陽性の結果が示されたもので、関連して溶接作業者
の体内に取り込まれたヒューム中の Mn の分子あるいは複合体として
の作用、環境ホルモンとの関連、などの意見が出された。 

 

3．Cu コーティ
ングワイヤにつ
いて 

Cu コーティングワイヤの発塵性が議論された。Cu が発塵に寄与し
ているという意見があった。UK では既に非 Cu コーティングワイヤが
採用されている。 

 

4．実務計画 第 VIII 委員会が公表してきた文献、調査報告等に基づく警告的ス
テートメントは、今後 2001～2005 年の間に、優先順位と目標期限を
設けてまとめて行く。優先順位は 3段階とし、課題、優先順位、目標
期限、プロジェクトリーダー（P.L.）を次の様に決めた。 
課題         優先順位  目標期限   P. L.(国) 
・癌               1       2001      Dr.W. Zchiesche(D) 
・ヒューム中の Al  1     2002      Dr.W. Zchiesche(D) 
・ヒューム中の Mn  1       2003      Mr. K. Brown (USA) 
・超微粒子     1     2004      Ms.Spiegel-Ciobanu(D) 
・電磁場曝露    1       2005      Mr.K.Brown (USA) 
・人間工学         2       2002      Prof. R.Kadefors (S) 
・肺機能           2       2003      Dr.W. Zchiesche(D)  
・安全情報シート  2       2005      Mr.S.Hendrick (USA) 
・眼障害           3       2003      Dr.G.McMillan (UK) 
・ヒューム制御     3       2004      Ms.Spiegel-Ciobanu(D) 
・騒音             3       2005      Mr.Scmerse (D) 
・水中溶接･切断    3       2005      Technical Committee 

優先順位、目標期限に従
ってステートメント発行に
向けて努力してゆく。 

 

2001 年安全衛生委員会（リュブリアナ会議、スロベニア共和国） 
項目 内容 今後の対応 

1．ステートメ
ント起草につい
て 

昨年決めた第 VIII 委員会の実務計画の優先順位を確認し、それに
従って肺癌および Mn、Al の溶接ヒュームについての警告ステートメ
ントの起草を進める。 

ステートメントの起草を進
める 

2．Al ヒューム
の生体影響 

Al は肺への影響（アルミナ肺）より脳・神経系への影響が主と考え
られる。ドイツ・アウディ社の溶接工 50 人、対照 30 人についての調
査が報告された。MIG 及び TIG 溶接作業前および終業後の尿中および
血清中の Al は、ヒューム曝露の影響が出ており対照群の 4 倍の値を
示した。肺 X 線所見は陽性だが肺機能低下は見られていない。 
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3．Mn ヒューム
の問題 

MnO2アイソトープによる Mn ヒューム曝露追跡の結果、Mｎは肺から
血流に取込まれ、脳中枢部を標的とする。中枢神経系における作用は、
Mn による中枢神経系の伝達物質ドーパミンの低下が考えられる。Mn
の亜急性的症状の出現も見られる。ドーパミン作動性神経線維の変
性、脱落による発症も考えられる。 

ステートメント起草に向け
て準備。 
 

4 ． 超 微 粒 子
（UFP）ヒューム
について 

動物実験の結果から、UFP の肺内沈着率は粒径 20‐50nm のものが
50‐60％を占めている。そのうちの 6％がマクロファージによって排
出されるが、60％は肺に残留し、肺の炎症、線維化、発癌等に寄与す
る可能性がある。 

 

5．ヒューム中
の Ni について 

・Ni の問題は、金属精錬からステンレススチールの溶接に至るまで、
すべてのプロセスについて考慮すべき。 

・Ni は、金属、酸化物、水酸化物、硫化物、炭酸塩など広い形態に及
ぶ。UK では、許容濃度を 10mg/m3から 0.5mg/m3に下げた。 

・発ガンの可能性は、Ni 酸化物、Ni2S に認められる。 
・高濃度曝露では、鼻気道の発がんが認められている。 
・Ni 合金ではスピネル構造の粒子が問題の可能性がある。 
・Ni はイニシエーターおよびプロモーターとして発がんに関わってい
ると見られる。 

 

6．肺機能障害
について 

・ステンレス溶接工の肺機能障害として、喘息が多く見られる。 
・Cr(VI)、Ni、Co、Mn 等による感作性のものもあると見られる。 
・その他、オゾンの影響（0.2ppm 以上）もあるとみられる。 

 

7．視覚障害に
ついて 

・フランスの眼科学会 WG による臨床的疫学調査及びアンケート調査
が行われた。 

・眼底写真により網膜の病変が認められた。 
・フラッシュばく露後の視力回復時間の変化、焦点調節機能の評価、
人間工学的なアンケートを対照群と比較して解析している。溶接就
業歴の長い高年齢者にこうした視機能障害が現れている。 

 

8．ヒュームの
発生抑制と評価 

・フラックスコアードワイヤーのヒューム発生量は高く、TLV を超え
ており、その低減は期待できない。 

・換気、排気システムは必要である。コストに関する比較評価も必要。 

 

9．その他 ・IT システムの普及により、第 VIII 委員会のドキュメントはすべて
Welding in the World にデータベースとして登録される。 

・IAB (International Authorization Board)の提言。 
各国の溶接安全衛生ガイドラインに相互に整合性を持たせること。

特にアメリカ、日本の進んだ技術によって、EU との不整合が懸念され
る。後進国への技術指導も、最近は、日米のほかにオーストラリア、
中国も進んでいる。 

各国の溶接安全衛生ガイド
ラインに相互に整合性を持
たせる 

 

2002 年 IIW 第 VIII 委員会(安全衛生)（コペンハーゲン会議、デンマーク王国） 

項  目 内  容 今後の対応 

1．紫外放射に
よる虹彩黒色腫
発症 

フランスにおける虹彩黒色腫(ocular melanoma)に関する症例－対
照研究の報告。虹彩黒色腫と野外一般作業との関係は認められなかっ
たが、虹彩色が青/灰色の溶接作業との強い関係が認められた(odds 
ratio=7.3、及び作業期間との相関あり)。今後、紫外放射と虹彩黒色
腫の関係に注目する必要がある。 

 

2. 溶接作業者
の肺癌について 

Dr. S. Langard, MD（ノルウェー）と Dr. J.J. Moulin（仏）から
疫学論文のレビュー結果の報告があり、委員長が次の様に総括した。 
・溶接作業者に肺がんの過剰死亡（約 40％）が証明された。 
・軟鋼溶接とステンレス溶接（Ni や Co が肺癌原因物質となりうる）
との比較では、両者に明確な肺癌過剰死亡の差が認められない。 

・溶接作業者の喫煙影響は対照群に比べて矛盾する証拠が多い。特に
ステンレス溶接作業者に認められた。これらは良く教育されている
群と考えられるので、今後、禁煙教育を普及させる必要がある。 

・中皮腫発症の溶接作業者はアスベスト曝露があったことを示してい
る。このことから、溶接作業者の肺癌過剰死亡原因としてアスベス
ト曝露が最も可能性が高い。 

・しかし、依然不確かさは多いので、溶接作業者の禁煙と溶接ヒュー
ム曝露減少を強く進めるべきである。 

次回中間会議では、この委
員長総括をステートメント
草稿として検討する。また、
スウェーデンからの「クロ
ムとクロム化合物の発ガン
に関するステートメント」
草稿も検討する。 
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3．信頼できる
ヒューム曝露デ
ータの収集 

・今まで第 VIII 委員会では、文献等から曝露データを収集し、それ
らのデータを吟味し分類した。しかし、データは古く、米国陸軍を
除きあまり測定が行われていないので、広く情報提供を要請した。 

・「アーク溶接作業でのヒューム飛散と曝露の関係」を紹介。作業環
境では飛散と曝露は関係していない。リスク評価には換気方法も考
慮の必要あり。 

・Dr. Zschiesche は含 Al ヒューム曝露の文献を配布して「含 Al ヒュ
ームはより危険性が高いと考えられるので、換気対策と空気補給ヘ
ルメットの適切な使用が望まれる」と述べた。 

・K Brown（米）がハーバード大学の Mn 肺内沈積に関する研究の進捗
状況を報告。 

信頼できるヒューム曝露デ
ータの収集を続ける。 

4．出版物 委員長と Luca Costa 氏（イタリア）から３つの出版物が紹介され
た。 

 

5．国内活動 オランダ、フランス、日本から口頭で報告があった。  

6．その他 ・委員会は事務作業その他に Web Site を利用してゆくことで合意。 
・Best Practical Document の中のヒューム組成表に Co が欠けている
のでオランダの委員にその修正作業を依頼。 

・委員会は日本の山口 裕委員の辞任に際し長年の貢献に感謝した。 

 

 
2003 年 IIW 第 VIII 委員会(安全衛生)（ブダペスト会議、ハンガリー共和国） 

項  目 内  容 今後の対応 

1．国内活動報
告 

日本、イタリア、ドイツが報告。日本からは、昨年度の安全衛生・
環境委員会の活動を報告。 

 

2．溶接および
関連作業によ
る超微粒子の
形成 

Spiegel-Ciobanu 女史（ドイツ）による「超微粒子としての溶接ヒ
ュームの毒性」に関する文献調査報告。超微粒子はそのほとんどが肺
胞に到達し、質量あたりの表面積が著しく大きいので、毒性も高いの
ではという推定から、AWS の標準ヒュームの粒子径、化学組成、表面
積（計算）などを計測した論文を紹介した。溶接ヒュームはタイプに
よって超微粒子の含有率と化学組成が大きく異なる。 

効率的な対策が求められ
る。 

3．ステンレス
鋼溶接ヒュー
ム中のクロム 

M.P-J. Cunat 氏(ベルギー)による報告。ステンレス鋼アーク溶接ヒ
ューム中のクロム化合物のほとんどは CrIII であり CrVI は極く少量。
CrVIの高含有率ヒュームは SMAW と FCAW で、GTAW と GMAW、SAW はほと
んど CrVIを発生しない。CrVIは発がん物質だが、信頼できる疫学研究
でステンレス溶接が軟鋼溶接に比べて特に高い肺がん発生がないこ
とから、CrVIの影響は大きくないとした。 

溶接ヒュームの CrVIに注目
して行く。 

4．ニッケル：
その合金と溶
接ヒューム 

J.Jordan 氏（ニッケル開発研究所）の報告。Ni の用途は、SS 63％、
N合金 12％、めっき 9％、低合金ステンレス 8％、鋳物 5％。 

ばく露限界値(mg/m3) 
ACGIH    OSHA   NIOSH 

Ni Element      1.5     1    0.015  
Ni Insoluble    0.2     1   0.015 
Ni Soluble      0.1      1   0.015 
Ni Carbonyl      0.12     0.007   0.007 

ステンレス鋼の溶接時の
Ni に注目 

5.溶接の職業
肺癌リスク 

CR Artenie 氏（ルーマニア）のルーマニアの溶接工の肺癌リスクの
疫学研究の報告。肺がん例と対照者（非悪性腫瘍死亡者）各 181 人に
ついてガス溶接で 98％、アーク溶接で 55％の肺癌の上昇を認めた。 

 

6．ルーマニア
との合同発表
会 

・ルーマニアの溶接と職業衛生：E-A. Pauncu（ルーマニア） 
・溶接技術のリスク要因：D. Surcel, et al.(ルーマニア) 
・溶接電磁場の健康リスクアセスメント：E. Bruegger (ドイツ) 
・1998-2002 年のルーマニア溶接工の職業病：A. Todea, et al. (ル
ーマニア) 

・溶接工の職業病の一つとしての虹彩黒腫：Marini（フランス） 
・アーク溶接工の健康状態とリスクレベルの関係：L. Rapas, et al. 

(ルーマニア) 
・溶接工の肺機能テストの価値：I. Toma, et al. (ルーマニア) 
・アルミニウム溶接工の健康：W. Zschiesche(ドイツ) 
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7．溶接工の肺
癌リスク 

審議の結果下記のステートメントを賛成多数で決定 
Arc welders are at higher risk of developing lung cancer. This excess risk 

of lung cancer is present in arc welders both of mild and stainless steel, as 
broad occupational groups. 

After much study and debate, Commission VIII (Health and Safety) of the 
International Institute of Welding (IIW), an amalgam of medical and 
scientific experts from many countries, has agreed to reconfirm its earlier 
statements that the cause might be found in the welding fume and 
environment, asbestos exposure and/or tobacco smoking. 

Additionally, it now considers that the balance of published scientific 
evidence supports the conclusion that, unless the welding fumes contain an 
as yet-unappreciated carcinogen, this risk is due, in the main, to occupational 
exposure to asbestos. Tobacco smoking also makes a significant contribution 
to the overall incidence of the disease. 

To eliminate the excess risk of lung cancer among welders, welders and 
managers must ensure that: 
- there is no further exposure of welders to asbestos 
- exposure to welding fumes is minimized, at least to national guidelines, and 
-they are encouraged and assisted not to smoke tobacco. 

Additionally, to improve the quality of research and hasten complete 
understanding of this excess risk, research should be coordinated globally. 
The world-wide welding community should cooperate in this research and 
contribute to funding it. 

この警告的声明を各国の溶
接関連団体に周知してゆ
く。 

8．マンガンの
TLV について
ACGIH の新提案 

D Jordan の報告。Mn 吸入によりパーキンソ病の発症（パーキンソ
ン様症候群）。神経系への影響が続き、Mn ばく露が終了しても悪化す
るのが大きな問題。なお、Mn のばく露限界値は ACGIH の新提案により
注目されているので、次回の中間会議でこの問題を討議する。 

次回の中間会議でこの問題
を討議する予定。 

9. ISO15011-4 
第 4部ヒューム
データシート 

ISO15011-4 「溶接と関連作業の安全衛生：アーク溶接で発生する
ヒュームとガスのサンプリングのための実験室法－第4部ヒュームデ
ータシート」の説明と討議。溶接の電圧・電流の微妙な変化でヒュー
ム発生量が大きく変わる。溶接棒ごとにヒューム発生データシートが
作れるのか等の質問と討議があった。 

今後、第Ⅷ委員会でもこの
規格に注目してゆくことが
合意された。 
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2004 年 IIW 第 VIII 委員会(安全衛生)（大阪会議、日本） 
項  目 内  容 今後の対応 

1. 最優先活動
リストの作成 

最近10年間（1994-2004）のDocumentsをレビューしてBest Practice 
Documents リストを作る。 

次回第 VIII 委員会に報告 

2．各国の曝露
限界値の報告 

米国：ACGIH の Mn、OSHA の Cr(VI)の報告と、ACGIH が welding fumes
に対する TLV を廃止した。英国：溶接で発生する NO2ガスの規制値（EL）
が 1ppm に変更された（今まで多くの国の曝露限界値は 3～5ppm で、
NIOSH のみ 1ppm であった）。スウェーデン：Cr(VI)が 0.02mg/m3から
0.005 mg/m3に、Mn が 0.2 mg/m3から 0.1 mg/m3になった。ドイツ：吸
入性粉じんの許容値が 6mg/m3から 3mg/m3になった。 

新しいばく露限界値が出た
場合は情報を共有する。 

3．ISO15011-4 
第 4部ヒューム
データシート
について 

第 VIII 委員会内で Part4. Fume Data Sheet について討論した。溶
接棒から発生するヒューム量を測定してヒュームデータシートを作
成する本規格の問題は、低ヒューム発生棒はより安全であるが、それ
によって安全な溶接製品が生産できるのかという点。各国委員から
は、ヒューム発生量は相対的なので電圧電流は一定にして測定するの
か、測定が莫大な件数になる、発生速度はどうするか、ヒューム毒性
の要因はヒューム発生量以外にいろいろあり溶接棒の安全性評価は
難しい等、原案に対する疑問点や反対意見が多かった。最後に委員長
より、これで明日の第 II 委員会との Joint Meeting の予行演習がで
きたので、明日は十分討議してくださいとのまとめ。 

第 II 委員会との討議 

4 ． 日 本 と 第
VIII 委員会と
の合同セミナ
ー 

・溶接作業者の健康障害防止のための日本の現行法規： 
神山宣彦、小笠原仁夫（NIIH, JWES） 

・粉じん危険要因保護対策に関するアンケート調査結果： 
小林 実（JWES） 

・フランス鉄鋼製品製造工場における肺がん死亡率と酸化鉄曝露： 
E Bourgkard, et al. (INRS, SOLLAC Atlantique, et al.) 

・アーク溶接に用いられる呼吸保護具： 
山田比路史（日本呼吸用保護具工業会） 

・アーク溶接作業時の青光障害防止のための保護めがねの有効性： 
 奥野  勉、他（NIIH＆日本保護眼鏡工業会） 

・溶接ヒュームとガスの工学対策のわが国の現状： 
岩崎 毅、他（興研、NIIH） 

要旨集は IIW Documents に
掲載されている。 

5 ． Fume Data 
Sheet について
第 II 委員会と
の合同討論 

ISO15011-4：Part4. Fume Data Sheet について第 II 委員会との合
同討論が、将来の対立を避ける目的で開催された。本規格の起草者に
よる意義と効果についての説明に対して、各委員から種々の疑問や問
題点が出された。 

継続して審議してゆく 

6．EU の造船業
における若年
溶接労働者不
足について 

昨年 9 月 EU が報告した造船における深刻な問題の紹介があった。
EU 諸国で若年労働者が造船の溶接作業につきたがらず、労働者不足と
溶接技術の継承問題などがおきている。主な原因は造船の労働環境の
悪い管理状態にある。対策として 3年間造船所を公開して労働環境を
適格にする、国主催の合同セミナーで PR する。 

 

7．Mｎ曝露とパ
ーキンソン病 

最近、溶接作業者の Mｎ曝露によってパーキンソン病が発症したと
する訴訟が米国で起きたことから、McMillan 委員長が米国を訪問して
Mn 問題の情報収集をした。委員長の発表後、委員会声明が審議され、
次の様に決定した。 
マンガンばく露に関する第 VIII 委員会声明 
次のことを遅滞なく進めることを要請する。 
・溶接企業で曝露する吸入性マンガンとその化合物を最小限にする。

少なくとも国の規定値以下とすること。 
・溶接ヒューム曝露作業者のマンガンとそのマンガンがパーキンソン

病発症の原因または促進させるという仮説を検証する研究を推進
すること。 

・溶接企業はこの研究の委託と研究資金に実効性のある役割を演じる
こと。 

Mn 曝露を最小限にする 
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2005 年 IIW 第 VIII 委員会(安全衛生)（プラハ会議、チェコ共和国） 
項  目 内  容 今後の対応 

1．McMillan 委
員長の報告 

McMillan 委員長の「溶接作業者の健康に関する最近の問題」の報告。 
1) 溶接作業者に網膜黒色腫が高い発生率（7.3 倍）というフランスの

疫学研究に関して、「網膜黒色腫は溶接作業者の職業病か？」とい
う問題を今後明らかにしてゆく必要がある。 

2) 溶接作業者の“炎症”の過剰リスクについて次のような問題があ
る。金属ヒューム熱、肺炎、喘息、熱中症 

3) 現在、第 VIII 委員会が取組むべき重要課題として： 
・エルゴノミクス、・溶接ヒューム吸入によるマンガンの中枢神経系
への影響、・超微粒子としての溶接ヒュームの研究、・溶接作業者の安
全（火災、感電死、窒息）、・騒音難聴、・安全情報シートの普及推進、・
溶接作業者の安全・衛生に関する ISO/CEN 規格を補足するための
Technical Report の準備、・溶接ガスの影響、・溶接作業者の肺がんに
よる過剰死亡リスク、・溶接作業の安全・衛生のグローバル化。 

McMillan 委員長の報告を、
今後の溶接安全衛生委員会
の活動に生かしてゆく。 

2．溶接作業者
のマンガン問
題の現状 

K. Brown 氏(米国)の報告。AWS は溶接作業者の Fe 曝露が血中 Mn の
生体影響を修飾しているという見解を持っており、Mn 曝露が減っても
その生体影響は下がらないという最近の論文＊をレビューした。 

＊Fryzek TP, et al.(2005) A cohort study of Parkinson’s disease and other 
neurodegenerative diseases in Danish welders、 JOEM 47, 466-472. 

Mn 生体影響に関する新見
解 

3．窒素酸化物
について 

D. Hilton 氏（UK）の窒素酸化物についてのレビュー報告。 
・溶接に伴う NOx についてはあまり報告がない。・Al 溶接では高いとさ
れているが、その影響についての報告はない。・シールドガスによる
空気との遮断の効果で窒素酸化物のレベルは低く、概ね 0.5～2‐3ppm
の範囲である。・ガス溶接では高い NOx の発生がある。 

・まとめ：‐プラズマ溶断とガス溶接における NOx は概ね ppm 付近の
レベルである。‐その他の溶接作業では 0.2ppm 付近である。‐その
他のどれくらいのデータがこれらの値と異なっているか？ 

窒素酸化物と職業性喘息と
の関係を見てゆく必要があ
る 

4．手溶接とエ
ルゴノミクス
規格 

R. Kadefors 氏（スウェーデン）の発表。①作業のデザインと作業
システム、②Anthropometry(人体測定学)、③人－機械インターフェ
ースの認識、④Control actuators（作動制御）と配置、⑤動かしや
すさ（Accessibility）、⑥手動リフティング、⑦作業姿勢、⑧反復性、
⑨力運動、⑩分析手法、⑪エルゴノミクスの介入研究などについて説
明し、問題となるのは、・労働負荷と疲労、・ぎこちない作業姿勢、・
高レベルの日当、など。関連規格には、ISO 6385: Ergonomic principles 
in the design of work systems, EN 614-1, -2, -3, -4,ISO 11226 
Evaluation of static working postures、 などがある。 
委員からエルゴノミクスの規格を溶接作業にどう適用するかが問

題とのコメントがあり、Kadefors 氏は今後研究すべき課題とした。 

エルゴノミクス規格を溶
接作業に適用するための研
究 

5．溶接安全衛
生マネージメ
ントシステム
の提案 

Luca Costa 氏（イタリア）が、EWF（European Welding Federation）
の安全衛生マネージメントシステムを基礎とした Guideline for 
health and safety management in welding fabrication activities
のドラフト案を説明した。イタリアのグループが溶接作業に関する同
マネージメントシステムの原案を準備しており、将来の IIW 発の
ISO/CEN 規格制定を提案した。 

IIW 発の ISO/CEN 規格制定 

6．溶接の安全
衛生研究に関
する開催国を
含むセミナー 

・D Jordan 氏 (UK) “National occupational exposure limits for 
welding fume” 

・Manouskova 博士ら (チェコ)「溶接作業者の職業病」 
・P Lehbenhart 氏（チェコ）“The harmful health effect of ozone” 
・L Pekarek 博士(仏)”Measurement of magnetic fields in 
 a workplace and its hygienic evaluation” 

・R Doebbelin 博士(独)”EMF of resistance welding equipment” 

 

7．溶接ヒュー
ムの物性評価 

JC Lippold 教授(Ohio 州立大)の”Characterization of arc welding 
fume”と題する報告。 
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8 ． Fume Data 
Sheet トに関す
るラボ間テス
ト 

G Carter (UK)の“Update on progress of EN ISO/DIS 15011-4  Fume 
Emission Rate Round-Robin”と題する報告。ISO/DIS 15011-4 Fume Data 
Sheet に関して、溶接条件とヒューム発生量の変動について欧州数カ
国の６－７箇所の施設で比較した。溶接条件は、MMA および MAG につ
いて 120～315A の電流範囲の dc+で行なった。結果は、ヒューム発生
量（mg/sec）の変動が大きく満足すべきデータではなかった。再度
Round Robin テストを実施するとのこと。 
英国等では客観的なFERなどの測定データが得られる測定機関が複

数あるという。例えば Carter 氏の所属している溶接研究所では有料
で測定をし、依頼会社間の秘密も守られているとのこと。FER 等の測
定について自社測定では客観性が担保できないとすると、わが国で
も、早急に FER 等の測定を行う公的測定機関の養成が必要であろう。 

再度 Round Robin テストを
実施 

 
2006 年 IIW 第 VIII 委員会(安全衛生)（ケベック会議、カナダ） 

項  目 内  容 今後の対応 

1．溶接関連の
国内活動報告 

イタリア：EWS の活動報告。日本：造船業と建設業に対して元方事
業者の総合的安全衛生管理の徹底を促す厚労省通達、最近のアスベス
ト災害の動向、トリウム W 溶接棒の現状調査などを報告。米国：CrVI、
Mn の情報。オランダ：トリウム W 溶接棒の市場状況。スウェーデン：
EU の溶接作業者の災害防止戦略と 3分野（エルゴノミクス、ガス、ナ
ノ粒子）の報告を次回に行う、CrVI と Mn の新しいばく露限界値が 1
月に出た。ドイツ：Mn の生体影響に大きな興味を持っている。フラン
ス：Mn のばく露限界値が直に出される。英国：Alan Howe が毒性元素
のばく露限界値表を希望者に配布している。 

CrVIと Mn の曝露に注意 

2．非消耗性ト
リウム溶接棒
による溶接 

Doc VIII-2022-06 ISO/TR VIII/2 の 2nd draft「非消耗性トリウム
溶接棒による溶接」の説明と一部の修正（McMillan 議長）。本溶接棒
からのヒューム発生量は大幅に減少している。 

Document は 
Website からダウンロード
できる。 

3．第 VIII 委員
会議長の選挙 

IIW Smallbone 会長から、3期 9年間務めた McMillan 議長の辞任に
伴う選挙で、Luca Costa 氏（イタリア）が新議長に決ったと発表。会
長から McMillan 議長の長年の貢献を感謝する挨拶と記念品が贈られ
た。 

Luca Costa 新議長に期待 

4．ISO 15011-4 
Fume data 
sheet の 2 回目
ラボ間テスト 

ISO 15011-4: Fume data sheet の 2 回目のラウンドロビンテストの
結果が Alan Howe 氏（UK）から紹介された。ヒューム発生量は 1回目
より一般に揃ったデータとなっているが、変動の大きい溶接方法もあ
る。それは溶接方法の本質的な問題と見られる。 

Fume data sheet の更なる
検討 

5．IIW 会長の
C. Smallbone氏
の講演 

講演「溶接技術の適切な使用による溶接作業者の包括的な生活の質
向上のために」は、溶接作業者の「衛生・安全」問題についての現況
報告。講演後、インド、ナンビア、中国、オーストラリア（会長の国）
などで溶接作業に問題があること、ボランティアで溶接技術を伝授し
ている退職溶接作業者の問題、健康問題における個人差の問題、寿命
が延びていることと疾病との関係、溶接作業者の腰痛・筋肉痛・疲れ・
ストレス等の人間工学的問題、喫煙・紫外線などの問題、溶接のイメ
ージの問題（若者が溶接作業を嫌って技術の伝承ができないなどの問
題）、女性溶接作業者の問題（妊娠等の問題、知的障害児の問題）、ア
スベスト問題などが議論された。 

溶接作業者の生活の質向上
に向けて努力 

6．IIW Mn ステ
ートメントの
改訂 

事務局の Hedricks 氏から IIW Mn ステートメントの改訂を紹介。溶
接作業者に Mn による中枢神経障害や行動の制御異常があるという確
かな臨床証拠はないが、証拠の欠如は問題がある可能性もあるので、
注意深く見て行くことが重要。今後も Mn 含有ヒュームばく露を最小
限に抑え、かつ健康影響の科学調査も進める、という内容。 

Mn 含有ヒュームのばく露
を最小限に抑え、かつ健康
影響調査も進める。 

7．Mn 関連疾患
の文献調査結
果 

McMillan 議長から Mn 関連疾患についての文献検索結果の報告。溶
接作業者と Mn 症候群の関係を扱った臨床論文は 80 件あったが、その
うち 5論文が臨床的に Mn 症候群と考えてよいだろうとのこと。 

 

8．溶接ヒュー
ムの物性に関
する研究発表 

・W Sowards 氏（Ohio 州立大）‘Method for sampling and character- 
izing arc welding fume particles’（今年の IIW 論文賞） 

・同大学からの高分解能透過電顕によるヒューム観察結果の発表。 
・スポット溶接ヒュームに関する研究（フランス）、詳細なキャクタ

リゼーションがされた。 
・スウェーデンからの‘溶接における Cr と Mn のばく露とその防止対

策の必要性’と題する報告。同国では Mn と CrVIの OEL が夫々0.4
→0.2 mg/m3、0.02→0.005 mg/m3 へ下げられる。現状は Mn につい
てはほぼ達成されているが、CrVIは境界線すれすれである。 
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9．ISO/TR‘溶
接方法と溶接
棒に関係した
ヒューム組成’
の原案 

ISO/TR‘溶接方法と溶接棒に関係したヒューム組成’の Draft と方
向性が McMillan 議長から報告された。IIW の標準化部門の要請で第
VIII 委員会も ISO TR シリーズの発行準備をしていく。Draft の内容
は、第 VIII 委員会で発表、議論されてきた溶接ヒュームの組成と溶
接棒や溶接方法との関係をまとめたもので、Document VIII-1876-99
と VIII-2011-06 などを基礎としている。 

 

 

2007 年 IIW 第 VIII 委員会(安全衛生)（ドブロブニク会議、クロアチア共和国） 
項目 内容 今後の対応 

1．新委員長就
任 

Ｌｕｃａ Costa 新委員長（イタリア）の座長で議事進行。すでにイ
タリア・ジェノアでの中間会議で新委員長の活動は開始されている 

 

2．ジェノア中
間会議（2007 年
4 月 3-4 日）報
告 

・自動遮光保護めがねの標準化 
・TiO2と Vの IARC 発がん性評価 2A について 
・曝露限界値の各国比較（類似性と不一致性） 
・ISO 技術報告「溶接方法と溶接金属に関係した溶接ヒュームの化学

組成」の検討 
・溶接とパーキンソン病のイタリアのケース 
・溶接のエルゴノミクス：イタリアでの実験結果 
・CDF（コンピュータ流体力学）による溶接の調査と最適化 
・溶接の EMF（電磁場）曝露限界値の新 EU 標準について 
・ISO 技術報告「トリウム溶接棒」の討論 
・IIW プロジェクト「溶接技術の適切な使用による世界の生活の質の

進歩」について 

自動遮光保護めがねの標準
化 

3．各国からの
報告 

 

日本：厚労省が溶接じん肺低減のための検討会を設置し対策を検討
している。米国：CrVIの PEL が低くなったが TLV は高いまま。ドイツ：
2007 年にメンタルヘルス、エルゴノミクス、有害物質について 10 年
ぶりの改訂があり新通達を出した（BGR220）。英国：2005 年に溶接ヒ
ュームの毒性について実験を行い溶接作業における肺炎に対して科
学的解明の前に技術対策を実施。スウェーデン：CrVI その他の曝露限
界値が低減された。フランスからも報告。 

 

4．ISO/TR 案 G. McMillan 氏が Doc VIII-2057-07 ISO/TR 案「溶接方法と溶接金
属に関係した溶接ヒュームの化学組成」の説明と承認。 

 

5．溶接作業者
へ の 電 磁 場
（EMF）の影響 

Document VIII 2042－07 “EMF and Welding”に関する討論と Best 
practice document VIII 1858-98 「溶接における電磁場曝露の健康
障害」の更新（Luca Costa 委員長） 

 

6．造船におけ
る戦略的資源
である溶接作
業者 

「造船における戦略的資源である溶接作業者」(Doc VIII 2056-07)
について討論（R. Boekholt）、トーチの形、狭隘空間のエルゴノミク
ス（姿勢、位置、部品の工夫）、コンピュータロボット溶接の導入(ビ
デオで紹介)等。溶接のエルゴノミクスについて、欧州、米国、豪州、
日本の 68 の技術会社を対象とした調査報告と討論（R. Boekholt） 

溶接のエルゴノミクス対策
の推進 

7．第 VIII 委員
会と SC-ENV の
合併 

第 VIII 委員会と SC-Environment 委員会の合併について討論（Doc 
VIII 2049-07）、両委員会の責任者である Costa 委員長の強い希望で
合併することが了承された。 

 

8．NOx と溶接
について 

「BGI 指針：窒素酸化物と溶接」（Doc VIII 2048-07）と「溶接、溶
断、アセチレン加熱過程の窒素酸化物、その飛散、曝露レベル、制御
対策」（Doc VIII 2055-07）を V. Spiegel-Ciobanu 氏が報告。 

NOx ばく露防止対策 

9．溶接の衛生
と安全－チェ
ックリスト 

新 ISO TR 案「溶接の衛生と安全－衛生・安全チェックリスト」(Doc 
VIII 2047-07)の制定の可能性について討論、C. Abert 氏(スイス）が
報告担当者に。 

 

10. 非消耗性
Th-W 溶接棒 

「ISO/TR 案：溶接の衛生と安全－非消耗性 Th-W 溶接棒」（Doc VIII 
2054-07）の説明と最終承認が行われた（G. McMillan 氏が担当） 

Th のばく露防止 

11. 第 II 委員
会 と の Joint 
Meeting 

第 VIII 委員会から D. Jordan 氏の「溶接ヒュームの曝露限界値の
相似性」と M. Diss 氏らの「危険物質の幾つかの国の曝露限界値」、
第 II 委員会から C.Barne 氏の「ステンレス鋼のヒューム曝露」の講
演。 

 

12．溶接におけ
る EMFばく露に
関する第 III、
XII 委員会との
Joint Meeting 

・L Cost & P Montenovi：EMF の欧州規制値と溶接 (VIII-2042-07) 
・山根、山本、大島：溶接時の EMF の測定と数値シミュレーション

(XII-1930-07) 
・JN Boyer：抵抗溶接時の EMF ばく露 (III-1440-07) 
・P Mair：電気溶接作業場の EMF 評価結果と防護対策 (XII-1929-07) 
・P Cooper、et al.：アーク溶接時のガスフローのモデル化とシミュ

レーション―遮蔽効果とヒューム除去の伴立(implication) 
(XII-1932-07) 

・U Dilthey & K Holzinger：溶接の衛生と安全―ISF Aachen に於け
る研究課題 (XII-1924-07) 
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2008 年 IIW 第 VIII 委員会(安全衛生)（グラーツ会議、オーストリア共和国） 

項  目 内  容 今後の対応 

1 ． 中 間 会 議
（2008 年 4 月
1-2 日）報告 

中間会議 Gliwice（Poland）の主な内容は次の通り。 
・溶接ヒューム濃度のオランダでの調査結果の報告。 
・EU の REACH についての紹介。 
・“Weld Thro”プロジェクトの報告：溶接作業者が鋼材やステンレス

のペイントや塗装の溶接熱分解物質に曝露している状況があり、
それらの測定方法や測定結果の報告（VIII-2063-08）。 

・ポーランドの溶接作業者の曝露実態調査（VIII-2064-08）。 
・ISO TR 報告“Health and Safety Aspects of Welding-Health and 

Safety Check list”(VIII-2047r1-08)を審議。 
・ISO TR 報告“Health and Safety Aspects of Welding-Arc welding 

fume components related welding processes and base metals”
(VIII-2057r1-07)の投票結果を次回提示する。 

・ISO TR 報告“Health and Safety Aspects of Welding-Non-consumable 
thoriated tungsten electrodes”(VIII-2054r1-07)の投票結果を
次回提示する。 

・Econweld Project との Join Meeting（VIII-2066-08、 VIII-2069-08） 

 

2．各国からの
報告 

フランス：ナノ粒子について政府が対応策を検討中。日本：今年始
まった第７次粉じん障害防止総合対策でも溶接じん肺対策が取り上
げられ、日本溶接協会では溶接ヒュームと CO 濃度の実情調査を進め
ている、また厚労省はカーボンナノ粒子の健康影響も検討している。
スウェーデン：政府は法制化の戦略を変更して法律専門家を削減、溶
接関連の法整備はより困難になった、イタリア：労働安全衛生マネー
ジメントシステムの役割が増しており、企業はその導入で保険費用の
削減もできる、米国：Mn 訴訟に関する新しい情報はない、溶接ヒュー
ムの一般環境への排出を規制する法律が提案され、EPA は溶接環境を
より詳細に管理する方向、スイス：安全な溶接保護具のみが販売でき、
安全でないものの報告は Website(www.iscms.org)で検索できる。過去
4－5年に検査された 200 品目には大きな問題はなかった。 

ナノ粒子の健康影響に注目
してゆく 

3．溶接におけ
る NOx (NO/NO2)
ばく露 

V. E. Spiegel-Ciobanu 氏による“溶接における NOx (NO/NO2)ばく
露”(Document VIII 2072-08)を“welding in the world”に掲載し、
委員会声明を出すことが合意された。 

委員会声明を検討 

4．溶接の肺機
能低下と呼吸
症候群 

M. Cosgrove 博士の“溶接の肺機能低下と呼吸症候群：総説”を W. 
Zschiesche が紹介。溶接ヒュームばく露が肺機能低下を加速させる
か否かはデータ不足で、今すぐ確実な助言はできないとした。 

 

5 ． Econweld 
Project の報告 

Costa 委員長の報告。本 Project の目的は、ヒュームの減少、溶接
作業者の疾病の減少、実際的な溶接工具の開発。ヒュームの減少には
フィラー金属と溶接条件の選択、吸引溶接トーチの使用、新局排シス
テムの開発などが必要、溶接作業者の疾病の減少には適切な空気流れ
と人間工学面を備えた模範ヘルメットの開発が必要。 

最終報告は次回年会 

6．造船におけ
る戦略的資源
としての溶接
作業者 

R. Boeckholt の報告 (Documents VIII 2074-08、 VIII 2075-08)。
溶接作業者は筋骨格系の高いリスクにさらされ、それが早期退職の原
因になっている。早期退職を防ぐためには溶接作業者の仕事の質を向
上させることが必要。 

委員会はこの Project を支
援する 

７．溶接作業の
リスクアセス
メント・ガイド
ライン 

Costa 委員長が ISO TR 案“溶接作業のリスクアセスメント・ガイド
ライン”(Document VIII 2081-08)を報告。C. Abert (Project leader)、
L. Costa、 W. Zschiesche、 V. E. Spiegel-Ciobanu、 S. Hedrick、 
M. Lundin、 R. Kadefors らがこの案を検討する。 

次回に修正案を提出 

8. 溶接作業者
の眼の安全 

G. McMillan 博士の総説“溶接作業者の眼の安全”を Commission 
document として発行することを McMillan 博士と交渉する。 

委員会 document の発行 

9．第 II 委員会
の合同会議 

・Costa 委員長「溶接部品の組み立てと修理に関する衛生と安全：規
制への衝突と遵守」(Document VIII 2078-08)を報告し、“welding in 
the world”に掲載することを合意。 

・J. Norrish 「ヒューム除去トーチの導入に関する豪州Project」
(Document XII 1943-08)を報告。 

・Costa委員長「ヒューム除去トーチの導入に関する欧州Project」 
(Document VIII 2077、 M. Marconi)を報告。“welding in the world”
に掲載を合意。 

・Costa委員長 Econweld Project「溶接ヒュームの発生源からの削減」
２(Document VIII 2073-08、 J. Matusiak)を報告。 

・P. Mair「溶接作業の電磁場－作業者保護の法的、技術的、生物的
側面から見た現在および将来の状況」を報告。 

ヒューム除去トーチの普及
を進める必要あり 
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2009 年 IIW 第 VIII 委員会(安全衛生)（シンガポール会議、シンガポール共和国） 
項  目 内  容 今後の対応 

1．Hanover 中間
会議（2009 年 2
月 11-12）報告 

・ISO TR“Health and safety aspects of welding – Guideline to risk 
assessment of welding fabrication activities” (VIII 2081-08) 
のTable 1、2の一部を修正。Table A1は次回報告（C. Albert） 

・Econweld Project: Testing fume capture efficiency of GMAW 
aspiring torch(VIII 2087-09)は、溶接経費の削減、溶接作業者の
疾病の減少、溶接ヒューム曝露量の減少が目的（M. Marconi） 

・Ergonomic evaluation of welding tasks(VIII2088-09) L. Costa  
・第VIII委員会声明：Lung cancer and electric arc weldingが討議

された。第VIII委員会が提出したthe cancer statementがまだ未掲
載なので、最新のものをbest practice documentにしておくべき。 

 

2．各国からの
報告 

スイス：ニッケルとアスベストの規制値が変わった、ドイツ：超微
粒子の生体影響、特にレーザー溶接ヒュームの挙動に注目。英国：マ
ンガンの肺がん、ナノ粒子の肺への影響に注目。スウェーデン：溶接
環境の測定を開始。特に粒子の特性に注目。韓国：溶接環境の改善に
関する長期計画がスタート。日本：厚労省はニッケル化合物を特化物
に指定し管理濃度を設定。これは溶接作業を対象としていないが、清
掃作業者については曝露防止と健康管理が必要になった。溶接ヒュー
ムの化学分析法の JIS Z 3820 が 27 年ぶりに改正され来年出版される
予定（＊）。イタリア：溶接関連企業が EU 委員会の下で作成した溶接
の安全衛生のブックレットが 6ヶ国語で出版された。 
＊：National Report from Japan 

The Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan revised this March 
the “Ordinance on Prevention of Hazards Due to Specified Chemical 
Substance”. The revised ordinance changed the administrative control level 
(ACL) of six metals in addition to some organic chemicals. The metals are : 
Cd & the compounds: as Cd 0.05 mg/m3, Chromic acid & Dichromic acid: 
as Cr 0.05 mg/m3,  V2O5: as V 0.03 mg/m3, Ni compound: as Ni 0.1 mg/m3, 
Mn & the compounds: as Mn 0.2 mg/m3, Pb & the compounds: as Pb 0.05 
mg/m3. The ACL is similar to the exposure limit value in other countries. 
Within these six metals, nickel compound was firstly listed in the ordinance 
this time. The Ministry explained that the list of nickel and the revision of 
manganese level do not target the fume occurring by welding works but 
mainly for the dust works of dry cell buttery factories; however, the rule is 
applied to the garbage workers or dust workers in welding worksite. 
Following the revision, the welding companies started how to manage the 
garbage workers considering preparation of work manuals to prevent fume 
exposure during garbage works and for the medical check once an every half 
year as it is rule of the ordinance. 

The experts of JWES committee have achieved the revision of “The 
standard method of chemical analysis for welding fume” this year for the 
first time in 27 years. The revised JIS Z 3820 employs the methods of ICP 
analysis in addition to atomic absorption spectrometry and some optical 
absorption methods. Chromium six, silicon and crystalline silica are newly 
added to about over 10 kinds of metals in fumes. Crystalline silica is not 
metal, but as the worrying of the carcinogenicity increases and strong 
requirement occurred, we prepared the precise XRD method in the standard 
this time. The revised JIS Z 3820 will distribute in the early next year and 
will contribute to determine the chemical composition of welding fume 
which has been required by ISO 15011-4: fume data sheet.（神山文責）。 

日本でニッケル化合物が特
化物に指定され、溶接現場
の清掃作業者の曝露防止が
対象になった。 

3．溶接の肺機
能低下と呼吸
症候群につい
て 

M. Cosgrove 博士（英国）“溶接の肺機能低下と呼吸症候群：総説”
の報告（VIII 2096-09）。溶接ヒュームへのばく露が肺機能低下を加
速させるかはデータが不足しているが、たばこの影響は明確で溶接作
業者の喫煙は禁止すべきとした。 

溶接作業者の喫煙を禁止へ 

4．溶接肺がん
の委員会声明
について 

Dr.McMillan が作成した“溶接肺がん”（VIII 2090-09）を
Dr.Zschiesche が要約して紹介し、委員会声明をどうするか議論した。
2003 年の声明以来新しい知見はないが、超微粒子（ナノ粒子）の扱い
がポイント。前回と同様にこの会議で原案を逐次検討すべきとする英
国 Jordan 氏の提案が採択された。 

第 VIII 委員会で原案を逐
次検討 

5 ． 炭 素 鋼 の
GMAW における
ヒューム濃度、
径と電圧 

Z.Sterjovsky 博士“炭素鋼のガスメタルアーク溶接（GMAW）におけ
るヒュームの濃度と溶接棒径と電圧の関係”の報告（VIII-2092-08）。
電圧が高いほどヒューム濃度は高くなるが、低電圧ほど細かいヒュー
ム（ナノ粒子）が多く発生すると報告。 
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6．溶接にとも
なう Mn の曝露
限界値につい
て 

D.Jordan(英国)“溶接ヒューム中の Mn の曝露限界値について”。
IEH/IOM の EU への報告“Mn Review 2004”を紹介。吸入性 Mn 曝露を
0.1mg/m3以下に抑えれば、大部分の作業者の脳神経系の変化も予防で
きるとした。 

Mn 曝露を抑制 

7．電磁場の生
体影響につい
て 

電磁場の生体影響について、WHO ドキュメント（2009.4）を基に松
山博士（ハーバード大）が報告。抵抗溶接の規制は必要だろうが、一
般の溶接ではほとんど問題ないだろう。この報告は website に掲載予
定。 

溶接の電磁場の生体影響に
ついて更に知見を集める 

8．溶接作業者
の難聴防止対
策 

I. Polajnar 氏の“Modeling of Noise at Welders Position Using 
Adaptive Filter”の報告(VIII–2093–09)。溶接作業者の難聴防止対
策としてイヤフィルターの効果についての研究。 

 

9. 安全とリス
クマネージメ
ント 

・溶接関連の規格に関する一覧表(リスト)について、M. Lundin 氏が
報告(VIII–2079r1-09)。これには、JISもいくつか掲載されている。 

・ISO TR “Risk assessment in welding fabrication” (VIII 2081r3 
– 09)の改訂３版について討議（担当 C. Abert). 

・Environmental management of welding fabrication (VIII–2095-09、
旧SC-ENV 61-06)について討議（担当 L. Costa). 

 

10．第 II 委員
会との合同セ
ミナー 

・Exposure Scenarios for REACH, including recommendations for  
risk management measures and operational conditions for safe 
use. 

・Econweld European research project: reduction of fumes and 
welding costs byusing different welding procedures (VIII – 
2094-09；L. Quintino). 

・Resume on results for fume exposure in the use of aspiring GMA 
Torches (VIII-2087-09). 

 

11. 職員の能
力向上 

IAB Gr. #16A との合同ミーティング 
安全衛生専門家のためのガイドライン開発に関する討議 

 

 

2010 年 IIW 第 VIII 委員会(安全衛生)（イスタンブール会議、トルコ共和国） 

項  目 内  容 今後の対応 

1．ルツェルン
中間会議（2010
年 3 月 17-18
日）報告 

・ISO TRの進捗状況。 
- ISO TR13392: Arc welding fume componentsが承認され、新提案

のISO TR: Thoriated tungsten electrodesの投票が行われる 
- Ms. Spiegel-CiobanuのNOxに関する発表は、Commission声明か 
Best Practice Documentに利用する。これはイスタンブール会議
でも審議する。EUのNOxのばく露限界値は0.2ppmである。 

- 溶接の衛生・安全に関する2つの課題が報告された。Luca Costa
議長が“Focus on international and regional standards devoted 
to health、 safety and environment”をWelding in the World
に投稿。また、Doc. VIII 2079r1-09の衛生・安全の規格のリスト
化へメンバーからの登録を促した。 

・National report 
英国：HSEが見習い溶接工の安全衛生について重点をおいている。

フランス：溶接の衛生と安全のガイドラインを見直している。CTIS
は溶断ヒューム中のアルミニウムとクロミウムの調査を始めた。ド
イツ：溶接の有害物質（TRGS 528）に関するガイドラインが
www.baua.deで取り出せる。２つのシンポジウムを開催、UFPの調査
からヒュームの早期生体反応に注目している。スイス：スイスでは
トリウムタングステン電極を不使用だが、thermal sprayに使用し
ている。 

・第VIII 委員会の溶接の肺がんに関する声明が討議された(Doc.  
VIII 2090-09)。これは次会議でも審議される。 

・“Health and Safety in welding – Guideline to risk assessment 
of welding fabrication activities” (Doc. VIII 2081r2-09)が
審議され、次会議でも審議される。 

・“Welding safety training qualification and certification”  
(Doc. VIII 2103-10)が審議され、次会議でも審議される。 

・Best Practice documents on Environmentの進捗状況 
 a. “Environmental management systems – Requirements with 

guidance for use in the fabrication by welding” (Doc. VIII 
2095-09)は、TRの審議を終了しbest practice documentとして
進めることが議長から提案され次会議で検討する。 

 b. “Notes on power efficiency in welding” (Doc. VIII 2104-10)
はCommission IV と XIIに送り審議を依頼し、Commissions IV、
VIII、XIIのbest practice documentとして 発行する。 
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 c. “Guidance on qualification of Environmental Welding 
Coordinator” (Doc. VIII 2105-10)をbest practice document
とする方向での意見を要請した。 

・“Proposal for best practice documents of Commission VIII”
(Doc. 2098-09)については、次会議で審議する。 

2．各国からの
報告 

カナダ、オランダ、米国、スウェーデン、日本、ドイツ、イタリア
から報告があった。 

 

3．今後の運営
管理 

a. List of best practice documents (Doc. VIII 2098-09) につい
て議論、CO に関する document を積極的に掲載すること。 

b. 第 VIII 委員会の今後の戦略についての意見交換。 
c. 委員会の満足度についてアンケート調査。 

 

4． 
Best practice
と規格 

第VIII 委員会声明2009“Lung cancer and arc welding of steels”
の文章の逐次検討をした(Doc. VIII 2090 r2 -10)。声明文は 
「肺がんの超過リスクを除去するために、溶接作業者と経営者は、

1：溶接ヒュームへのばく露を最小限に抑え、少なくとも国のガイド
ライン以下とする、2：アスベストの更なるばく露はなくなっている
が、溶接作業者が喫煙しないように奨励し支援する。」 
・ C. Arbertの”Risk assessment of welding fabrication”の進捗

状況の報告(Doc. VIII 2081r3-10)。 
・ Commission VIIIの衛生・安全関連の規格（ISO、 EN、 JIS、 CAS、 

AWS等）のDocument化の討議(Doc. VIII 2109-10)。 

溶接肺がんの第 VIII 委員
会声明を広める 

5．「衛生・安
全・環境」にお
ける指導者の
教育と訓練 
 

a. Costa委員長がEWF (European welding Federation) の取組みにつ
いて報告 (Doc. VIII 2110-10)。 

b. 「溶接の安全専門家の質確保に関する国際ガイドライン開発」の
状況についてO. Godsonが報告(Doc. VIII 2103-10)。 

c. J. Petkovsekによる「溶接の安全について双方向訓練のためのDVD
開発」に関する紹介。これからはこの様なDVDを用いた安全教育が
必須と感じた。 

d. Costa委員長が溶接作業者に対する６ヶ国語による教材“sicuro”
の必要性と実際について報告。 

DVD を用いた安全教育の推
進 

6．統合マネー
ジメント 

「溶接製造における質と衛生、安全、環境の統合マネージメント：
その国際傾向と将来発展」と題する論文を Luca Costa が報告した。 

 

7．環境に関す
る現在入手で
きる文書 

a. 文書“Notes on power efficiency in welding”の作業開始の報
告(Doc. VIII2112-10)。 

b. 「溶接製造における環境マネージメント・ガイドライン」作成の
提案 (Doc. VIII2113-10)。 

新ドキュメントの作成 

8．第 II 委員会
との合同会議 

・ REACHに基づくばく露防止のシナリオ（安全使用に関するリスクマ
ネージメントと作業条件の勧告を含む）について報告（Vincen Van 
deer Mee、スウェーデン）。 

・ ISO 10882-1 Health and safety inwelding and allied processes-- 
Sampling of airborne particles and gases in theoperator’s 
breathing zone -- Part 1: Sampling of airborne particles、
このISOの責任母体が議論の対象となり、第VIII委員会がもっと見
直しに係わるべきといった意見が強かった。 

・ ISO 15011-4: Fume data sheet に基づいてスウェーデンの分析機
関で調べた造船に用いられるE71T1ワイヤーのヒューム発生状況
とヒューム分析値をVincent Van deer Meeが報告。１分析機関の
繰返し分析であるためデータのばらつきが少なく比較的良いデー
タだった。 

ISO 10882-1 の見直しに第
VIII委員会が係わっていく 

9．特別セミナ
ー 

「溶接製造における衛生・安全・環境：リスク、ばく露、用具」 
1. 紹介講演：衛生・安全・環境におけるIIWの役割、Luca Costa 
2. 衛生と安全のリスクアセスメント：第VIII委員会提案の新しい方

法、C. Abert 
3. 溶接作業によるばく露に対する衛生安全活動の効果、W. 

Zschiesche 
4. 衛生安全関連のばく露限界値と法規遵守、D. Jordan 
5. 溶接ヒュームに関連したリスク評価の方法：ドイツの手法、V.E. 

Spiegel Ciobanu 
6. 溶接製造の衛生安全マネージメント責任者の必要条件の提案、 

O. Godson (NIGERIA) 
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8.2  ISO 
 

8.2.1  審議された規格及び日本の対応 
ISO 規格 日本の投票 

1. ISO 15011：Health and safety in welding and allied 
processes - Laboratory method for sampling fume 
and gases -  
(ヒュームとガスの実験室でのサンプリング方法) 
 

 

ISO/FDIS 15011-1 
2001/2 に「賛成」で投票 

ISO/CD 15011-1 
2007/1 に「コメント付賛成」で投票 
コメント： 
①Annex A の捕集装置例に JIS Z3930 の角型
装置を追加 
②フィルターについて 
・捕集効率(99% for 0.3μm)を追加 
・直径 240mm 以上から面積 45000mm2以上に

変更(JIS の 250×200 の角型に対応) 
・分析試料採取時は紙製が必須となっている

がガラス繊維製他も使用可に変更（分析時
の汚染がない場合） 

③溶接時間を 60 秒から 30 秒に変更 
④繰返し数を 5 回から 3 回に変更 
⑤捕集終了時の最小流量 300L/分を追加 
 
ISO/DIS 15011-1 
2007/11 に「コメント付賛成」で投票 
コメント：却下されたコメントを再提出 
①分析試料採取時は紙製が必須となっている
がガラス繊維製他も使用可に変更（分析時の
汚染がない場合） 
②溶接時間を 60 秒から 30 秒に変更 

Part 1 : Determination of emission rate and 
sampling for analysis of particulate fume 
(ヒューム発生量の測定と分析試料の採取) 
(2002 First edition の全面改訂) 

ISO/FDIS 15011-1 
2009/8 にコメント付賛成で投票 
コメント：JIS 捕集箱は手溶接のみに適用か
ら「手溶接及び自動溶接」に変更要望 

ISO/CD 15011-2 
2007/1 に「賛成」で投票 

ISO/DIS 15011-2 
2008/1 に「賛成」で投票 
 

Part 2 : Determination of emission rates of 
carbon monoxide(CO), carbon dioxide(CO2), 
nitrogen monoxide(NO) and nitrogen 
dioxide(NO2) in arc welding and gouging 
(CO, CO2, NO, NO2発生量の測定) 
(2003 First edition の全面改訂) 

ISO/FDIS 15011-2 
2009/8 に「賛成」で投票 
 
ISO/FDIS 15011-3 
2002/1 に「賛成」で投票 
 
ISO/DIS 15011-3 
2007/1 に「賛成」で投票 
 

 

Part 3 : Determination of ozone emission rates 
(オゾン発生量の測定) 

ISO/FDIS 15011-3 
2009/8 に「賛成」で投票 
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ISO/DIS 15011-4 
2005/1に「コメント付賛成」で投票 
コメント 
①表1（ソリッドワイヤの測定径） 
・「全サイズ」を「最小径，1.2mm，及び最

大径の3つの径で測定し、他の径は最小径と
1.2mmとの間，または1.2mmと最大径の間
を内挿して決定」に修正 

②表1（溶接速度） 
・「熟練溶接者による適切な溶接速度、すな
わち健全なビードが形成される適切な溶接
速度。また、自動機やロボットなどを用い
て一定速度を維持しても良い」を追記 

③表1（電源） 
・「インダクタンス」記載を削除 
④表1（トーチ） 
・「水冷式限定」記載を削除 
⑤表2（極性） 
・「ヒューム発生量が最大の極性」を「もっ
とも一般的に使用される極性でヒュームを
発生させる」に修正 

・NOTEとして、「しかし、使用される国で
もっとも一般的な極性で発生量を測定する
ことは、より正確なばく露評価を与えるこ
とになる」を追記 

⑥表3（極性） 
・複数の極性が推奨されるワイヤに対して、
「もっとも一般的に使用される極性でヒュ
ームを発生させる」と修正 

・必要に応じてNOTEも修正 
⑦表4（チップ-母材間距離） 
・標題の「溶接速度」を削除 
・0.9mm及び1.4mmを追加するとともに下記

に修正 
 

チップ-母材間距離(mm) 径 
(mm) ISO/DIS 修正案 
0.6 8 
0.8 10 

8～12 

0.9 － 
1.0 15 

11～17 

1.2 18 
1.4 － 
1.6 22 

15～25 

2.0 26 
2.4 28 

26～33 
 

2005/7に神山副委員長，佐藤氏(神鋼)，Stefan
氏(KWE)がISO/TC44/SC9パリ会(ANFOR)
へ日本側の意見説明のため出席。一部のコメ
ント以外(トーチなど)は採用され、本ISO/DIS
のFDIS化を賛成多数で承認（L-1595） 

 
ISO/FDIS 15011-4 
2006/4に「賛成」で投票  
 

Part 4 : Fume data sheets 
(ヒュームデータシート) 

 

ISO/DIS 15011-4：2006/Amd 
2007/4 に「賛成」で投票 
改正内容： 
①ソリッドワイヤでの溶接電圧条件をスプレ
ー移行のみを記載していたが、混合ガスと
CO2 ガスに分けての記載に変更 
②Annex G のヒュームデータシート例中の誤
記訂正 

 



- 182 - 

ISO/FDIS 15011-4：2006/Amd 1 
2008/11 に「賛成」で投票 
 
ISO 15011-4：2006(定期見直しの質問)  
2009/5 に「確認」で回答 
 
ISO/WD 15011-5 
2008/5 に「賛成」で投票 
 
 
 

Part 5 : Identification of thermal 
- degradation products generated when welding 

or cutting through products composed wholly or 
partly of organic materials using pyrolysis-gas 
chromatography - mass spectrometry 
(熱分解ガスクロマトグラフ質量分析法を用いた有
機化合物または一部有機化合物からなる工業製品
の溶接または切断時に生じる熱分解生成物の同定 
：New work item の提案 
 

ISO/CD 15011-5 
2009/3 に「賛成」で投票 
 
 

Part 6 : Procedure for quantitative 
determination of fume from resistance spot 
welding 
(スポット抵抗溶接でのヒュームの定量測定方法) 
：New work item の提案 
 

ISO/TS 15011-6  
2008/1 に「賛成」で投票 
※松山先生より SC6と連携するようアドバイ

スあり 
 

2. ISO 15012：Health and safety in welding and allied 
processes－Requirements testing and marking of 
equipment for air filtration－ 
(空気ろ過器の試験とマーキングの要求事項) 
 

 

 ISO/DIS 15012-1  
2000/10 に「賛成」で投票 

 

Part 1 : Testing of separation efficiency for 
welding fume 
(溶接ヒュームの捕集効率の試験) 

ISO 15012-1：2004(定期見直しの質問)  
2007/5 に「誤記の訂正を伴う確認」で回答 
 

 ISO/DIS 15012-2 
2000/10 に「賛成」で投票 
 

 

Part 2 : Determination of the minimum air 
volume flow rate of capture hoods and nozzles 
(捕集フード及びノズルの最小空気流量の測定) 

ISO/FDIS 15012-2 
2008/1 に「賛成」で投票 
 

 

 

Part 3 : Determination of the capture efficiency 
of welding fume extraction devices using tracer 
gas 
(トレサーガスを用いた溶接ヒューム集塵装置の捕
集効率の測定) 
 

ISO/CD 15012-3 
2007/5 に「賛成」で投票 
※7/9 のパリ会議でキャンセルの結論 

3. ISO 10882 : Health and safety in welding and allied 
processes - Sampling of airborne particles and 
gases in the operator’s breathing zone 
(作業者の呼吸域における浮遊粒子とガスのサンプ
リング) 
 

 

ISO/FDIS 10882-1 
2002/2 に「賛成」で投票 

ISO 10882-1(New work item の提案) 
2008/1 に「賛成」で投票 
 
ISO/CD 10882-1 
2009/1 に「賛成」で投票 

 

 Part 1 : Sampling of airborne particles 
(浮遊粒子のサンプリング) 

ISO/DIS 10882-1 
2010/5 に「コメント付賛成」で投票 
コメント：Annex に日本で開発されたサンプ
ラー及びデジタル粉じん計を追記要望 
→却下（デジタル粉じん計は対象外） 
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ISO/FDIS 10882-2 
2000/1 に「賛成」で投票 
 

 Part 2 : Sampling of gases 
(ガスのサンプリング) 

ISO 10882-2：2000(定期見直しの質問) 
2010/6 に「確認」で回答 
 
ISO/CD 17846 
2001/3 に「賛成」で投票 
 
ISO/DIS 17846 
2002/1 に「賛成」で投票 
 

4. ISO 17846 : Welding and allied processes - Health 
and safety - Wordless precautionary labels for 
equipment and consumables used in arc welding 
and cutting 
(アーク溶接及び切断に用いる機器及び材料のため
の文字を使用しない注意ラベル) 

ISO 17846：2004(定期見直しの質問) 
2007/5 に「確認」で回答 
 

5. ISO 17652 : Welding - Test for shop primers in 
relation to welding and allied processes -  
(ショッププライマの溶接及び関連するプロセスに
関する試験) 
 

 

 Part 4:Emission of fumes and gases 
(ヒューム及びガスの発生) 
 

ISO 17652-4：2003(定期見直しの質問) 
2008/6 に「確認」で回答 
 

6. Ⅷ-2057R1-07 Arc welding fume components 
related to welding processes and consumable type 
(溶接方法と適用材料に関連したアーク溶接ヒュー
ム成分) 
 

2009/5 に「賛成」で投票 
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8.2.2  ISO/TC 44/SC 9 東京会議 
①日時：27-30、March 2006 
②場所：KOBE STEEL LTD, 9-12, KITA-SHINAGAWA 5-CHOME, SHINAGAWA-KU, TOKYO 
③出席者： 

Alan Howe (convenor) Health and Safety Laboratory (HSL) – UK 
Kevin Ashley (observer) National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) – USA 
Graham Carter The Welding Institute (TWI) – UK 
Bernt Engström Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) – Finland 
Minoru Kobayashi Japan Welding Engineering Society (JWES) - Japan 
NorihikoKohyamaToyoUniversity – Japan 
Kuniaki Miyazaki Kobe Steel Ltd – Japan 
Mitsuru Nizeki Sibata Scientific Technology Ltd – Japan 
Olle Nygren Arbetslivsinstitutet (ALI) – Sweden 
Jouni Surakka Swedish Work Environment Authority (SWEA) – Sweden 
Akira Takahashi National Institute of Advanced Industrial Science and Technology – Japan 

④主な議題 
1   Opening of the meeting 
2   Roll call of delegates  
3   Adoption of the agenda / Adoption 
4   Appointment of the resolutions drafting committee 
5   Report of the previous meeting and Secretariat report 
6   Status of all items of the programme of work and action to be taken 
6.1  ISO/PWIP 10882-1 Health and safety in welding and alliedprocesses — Sampling of airborne 

particles and gases in theoperator's breathing zone — Part 1: Sampling of airborne particles(revision 
of ISO 10882-1:2001 in progress within WG 2) 

6.2  ISO 10882-2:2000 Health and safety in welding and alliedprocesses — Sampling of airborne 
particles and gases in theoperator's breathing zone — Part 2: Sampling of gases 
(confirmed May 2005) 

6.3  ISO/AWI 15011-1 Health and safety in welding and allied processes— Laboratory method for 
sampling fume and gases — Part 1:Determination of emission rate and sampling for analysis 
ofparticulate fume 
(revision of ISO 15011-1:2002 in progress within WG 2) 

6.4  ISO/AWI 15011-2 Health and safety in welding and alliedprocesses — Laboratory method for 
sampling fume and gases —Part 2: Determination of emission rates of gases, except ozone 
(revision of ISO 15011-2:2003 in progress within WG 1) 

6.5  ISO/AWI 15011-3 Health and safety in welding and alliedprocesses — Laboratory method for 
sampling fume and gases —Part 3: Determination of ozone emission rate 
(revision of ISO 15011-3:2002 in progress within WG 1) 

6.6  ISO/FDIS 15011-4 Health and safety in welding and allied processes— Laboratory method for 
sampling fume and gases — Part 4: Fumedata sheets (formal approval vote pending) 

6.7  ISO/CD TS 15011-5 Health and safety in welding and alliedprocesses — Laboratory method for 
sampling fume and gases —Part 5: Identification of fume and gases generated during weldingand 
cutting through products composed wholly or partly of organic 
substances(publication pending) 

6.8  ISO 15012-1:2004 Health and safety in welding and allied processes— Requirements, testing an 
marking of equipment for air filtration —Part 2: Testing of the separation efficiency for welding fume 
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6.9  ISO/AWI 15012-2 Health and safety in welding and alliedprocesses — Requirements, testing an 
marking of equipment for airfiltration — Part 2: Determination of the minimum air volume flowrate 
(work item re-instated after automatic deletion - 2nd enquiry draft inpreparation by CEN/TC 121/SC 
9/WG 4) 

6.10 ISO/WD 15012-3 Health and safety in welding and alliedprocesses — Requirements, testing and 
marking of equipment for airfiltration — Part 3: Determination of the capture efficiency of 
weldingfume extraction devices 
(1st working draft in preparation by CEN/TC 121/SC 9/WG 4) 

6.11 ISO 17846:2004 Welding and allied processes — Health andsafety — Wordless precautionary labels 
for equipment andconsumables used in arc welding and cutting 

7   Report of working groups 
7.1  WG 1 Laboratory method for sampling fume and gases  
7.2  WG 2 Sampling of airborne particles and gases in the operator'sbreathing zone 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO/TC44/SC9/WG1 の会議 
（神戸製鋼所東京本社ビル会議室に於いて） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO/TC44/SC9/WG1 会議後の食事会参加者一同 


