
溶接ヒューム障害防止対策の現状と腰題

溶接ヒュームの気中濃度測定に際しての注意点
一試料空気の採取方法について一

命和3年4月1日以降，金属アーク溶接作業を継続して行う屋内作業
において新たな溶接方法を採用する場合（溶接方法を変更する場合を含
む）は，労働者の身体に装着する試料採取機器（＝個人サンフラー）を用

いた溶接ヒュームの濃度測定を行う必要がある。

国内外の報告の結論を総括すると．「面体の外側で測るヒュームのぱく

露濃度は，殆どの場合，内側で測る濃度より（誤差として許容できる範囲
をはるかに超える程度に）高くなる。しかし，高くなる程度は一定せず条

件次第で異なるため．外側濃度から内側濃度を推測することはできない。」

となろう。これは．「ヒュームのぱく露濃度を正確に測るには，ヒューム

を面体の内側から採取しなければならない」ことを意味する。

独立行政法人労勧善健康安全機構労働安全衛生総合研究所

小嶋　純＊

1．はじめに

昨年4月に公布・告示された「労働安全衛

生法施行令の一部を改正する政令」，「特定化

学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行

規則の一部を改正する省令」および「作業環

境評価基準等の一部を改正する告示」（何れも

令和2年4月22日付）などによって，今般，

溶接ビュームは特定化学物質第2類に加わる

こととなり，続く7月31日付の「金属アー

ク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係

る溶接ビュームの渡度の測定の方法等」（令和

＊小鴨　純［おじま　じゅん］

環境計測グループ　上席研究員
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2年厚生労働省告示第286号）によって，こ

れまで国内では曖昧だった溶接ヒュームの気

中濃度の測定方法や採取方法などが明確に規

定された。そのため，上記の政省令等が施行

される令和3年4月1日以降（一部経過措置

あり），金属アーク溶接作業を継続して行う屋

内作業において新たな溶接方法を採用する場

合（溶接方法を変更する場合を含む）は，労

働者の身体に装着する試料採取機器（＝個人

サンプラー）を用いた溶接ビュームの濃度測

定を行う必要がある。ただし，ここでいう溶

接ビューム濃度の基準値は「（吸入性粒子の）

マンガンとして0．05mg／m3」とされているた

め，実際には粉じんではなくマンガンのぱく

露濃度測定を行うことになる。従って，他の

粉じん作業場で一般的に行われるような作業
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環境測定（A，B測定に基づく，いわゆる場

の測定）は不要である。

溶接ビューム渡度を個人サンプラーによっ

て測定する場合，上記告示では試料空気の採

取の時間を，「作業日ごとに，労働者が金属ア
ーク溶接等作業に従事する全時間」と定めて

いる。また同サンプラーの装着については，

「労働者がぼく露する溶接ビュームの量がほぼ

均一であると見込まれる作業ごとに．それぞ

れ適切な数の労働者に対して行う。ただし，

測定滞度を担保する観点から，その数はそれ

ぞれ2人以上とする」としている。

そして，同サンプラーの採取口について，

上記告示は「最も適切な部位に装着しなけれ

ばならない」と規定している。この「最も適

切な部位」とは，原則として労働者の呼吸域

（＝呼吸用保護具の外側で，両耳を結んだ直線

の中央を中心とした半径30センチメートルの

顔前面に広がる半球空間）を揺すが，呼吸用

保護具の蕃用等により呼吸域から採取できな

い場合は，「呼吸域にできるだけ近い位置から

吸気（採取）をしなければならない」として

いる。さらに同サンプラーの採取口について

は，「溶接用遮光面体の内側に位置するように

装着する」と明記しているが，これは溶接用

遮光面体（以下，面体）の内側と外側におい

て溶接ビュームの濃度が大きく異なる可能性

に配慮した結果である。

溶接作業者のぼく露濃度測定における「試

料空気採取口の最適部位」を巡ってば　主に

海外の研究者間で半世紀近く前から議論が為

されており，その議論の結果を踏まえた形で，

ISO（ISOlO882－1Healthandsafetyinwelding

andalliedprocesses－Samplingofairborne

particlesandgasesintheoperator’sbreaming

zone－PartlおよびISO10882－2Part2）で

は試料空気の採取位置を面体の内側と定めた

経緯がある。そこで本稿では，これまでに発
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表されている面体内外における溶接ビューム

濃度の測定実験およびそれに開通する研究を

紹介して，「最適な試料空気採取」についての

理解と周知を図りたい。

2，海外の研究例

作業者が呼吸を行う口鼻部とアーク点（ビ

ューム発生源）との間に存在する面体は，両

者．を物理的に隔てることになる。その際「溶

接ビュームを採取すべき位置は，面体の内側

か，それとも外側か？」は　一見些細な問題

とも思えるが，上述のように面体内外で大き

な濃度差を生じる場合，採取口の位置を違え

ると，測定結果を大きく誤る原因になる

（写真1）。この様な問題意識から，海外では

写真1溶接ヒューム（図中の白煙）は．高温のアー
クが起こす上昇気流に乗り作業者の頭部に向

かって流れる。そのため溶接用遮光面体の外

側は高濃度のヒュームに直接晒されるか　呼

吸域を覆う同面体の内側にヒュームは入りに

くいため．内側のヒューム濃度は外側と比べ

て低くなる傾向がある。
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面体内外におけるビューム濃度の通いを模型

実験もしくは溶接作業者の実作業によって検

証する研究が複数例行われており，その詳細

は学術寵や業界誌などで見ることが出来る。

面体と採取位置に関する初期の研究例とし

て先ずJohnson（1959）の報告1）があげられ

る。ここでJohnsonは，面体の裏面と作業者

の顔面との隙間にできる空間の気積が約2しな

のに対し，作業者の呼気量は約700cc／回で

あることから，面体装着時にヒュームが面体

内側へ侵入する可能性は低いと予想し，それ

を溶接現場の作業者を被検者に使った実験に

よって確認している。実験の結果，面体外部

におけるビューム濃度は内部における渡度の

平均約3．5倍になることが確認され，胸元装

着タイプのサンプラーで面体外部から採取す

るとビュームのぼく露濃度を過大に評価する

恐れがあると結論している。

Alpaughら2）（1968）は　滞巧なマネキン

人形（ダミー作業者）を用いたモデル実験に

よって，面体内外に生じるヒュームのぼく露

濃度の差について調べている。ここでは，溶

接作業者に見立てた等身大人体模型に面体お

よびサンプラーを装着させ，この模型の前面

で溶接を行って，同模型がぼく露するビュー

ムの濃度を測定している。なお，この模型は

人間の呼吸を摸して鼻腔部分から空気を吐出

し，アーク点近傍でトーチの動きに合わせて

左右に動くなど　本物の溶接工に近い動作が

再現されている。実験の結果，面体外のヒュ
ーム濃度は，溶接条件の遠いにより，面体内

濃度の7．3－74．3倍になることが観測され，面

体自体が呼吸用保護具的な効果を持つことが

確認されたという。またこの理由として

AlpaughらB，面体はその内側と外側を実質

的に遮断して内側空間を隔離するので　ビュ
ームに汚染されていない空気が内側に一定時

間蓄えられるためだとしている。
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Sentzら3）（1969）は，米国ペンシルバニア

州内の17の溶接作業場における作業者のビュ
ームぼく露の実態を調査している。ここでの

平均サンプリング時間は約10分間とし，同一

作業者の面体の内側と外側でヒューム濃度を

測定したところ，面体外側における濃度は内

側における濃度と比べ約40％高いことが明か

され；ここでも面体着用によるぱく露の低減

効果が認められたという。

以上の報告に見られるように，面体の着用

はヒュームのぱく露渡度をある程度低減させ

る効果のあることが判る。そこで米国陸軍の

Vorp血1ら4）（1976）は，この効果を積極的に

利用した給気機能付き面体（air－Supplied

helmet）を考案し，その試験結果を報告して

いる。この面体の構造を簡単に説明すると，

清浄空気の給気管を面体の内側上部に仕込み，

装着時にはこの管に穿たれた細孔を通じて面

体内に清浄空気（流量280－340L／min）を供

給することで内側をプラス圧に保ちビューム

の入り込みを防ぐという物で，後の電動フア

ン付き呼吸用保護具（PAPR）の原型とも言

えそうである。実際に，この面体を米国内の

戦車製造工場で働く溶接作業者に試着させた

ところ，ビューム（ただし，この場合はクロ

ムの定量値として評価）のぼく露濃度（＝面

体内濃度）を，平均で装着前の42％にまで低

減させられたという。

この4年後のBancroftら5）の報告（1980）

では，上述のVorpahlらが考案した面体をよ

り進化させたヘルメット型呼吸器（helmet

respirator）を紹介している。これは，顔面

全体を覆うシールド付きヘルメットの後頭部

に取り付けた小型フアンとフィルターによっ

てろ過した空気を取り込み，常にヘルメット

内に清浄空気を満たしてぱく露防止を図ると

云うもので．今日AirFedHelmet等の商品

名で市販されている溶接用保護具と構造はほ
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ぼ同じである（図1）。元々，溶接作業を意図

して開発したものではないが，汎用性が高く

移動を伴う作業にも適用可能なので　溶接ヒ

ューム対策にも有効としている。

溶接作業は，バリ取り，ガウジング，グラ

インダ研磨等の作業を伴うことが多い。その

ため溶接作業者は，金属研磨粉じんなど　ヒ
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図1（a）Bancroftら5）が1980年に紹介したヘルメ

ット型呼吸器。後頭部に取り付けたフィルター

と小型フアンにより．面体（ヘルメット）内側
へ清浄空気を送り込む。

（b）現在市販されているAirFedHelmet（溶接

用遮光面体と電動フアン付き呼吸用保護具を組

み合わせた製品）の使用例。こちらも後頭部か

ら清浄空気を取り入れ　ヒュームと紫外線への

はく露を同時に防ぐ。
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ユームとは発生機序，形態，化学組成が全く

異なる粉じんにもぼく露することになる。

Gollerら6）（1985）はこの様な点に配慮し，個

人サンプラーで採取したビュームが他の研磨

粉じんと混合しないよう工夫して調査を行っ

たところ，現場作業者の面体内のビュームの

漉度は面体外濃度の36－71％であったという。

この結果も，面体内側がビュームの採取位置

として適当であることの根拠となろう。

以上のように，呼吸域を覆う面体内側のヒ

ューム濃度は外側より低くなることを示す研

究が度々報告されているが，Liuら7）が行っ

た実験（1995）では　従来の研究結果に否定

的なデータを出している。Liuらよれば　実

験室内に設けたチャンバー内で現役の溶接工

による疑似溶接作業を行い，動作の細部に至

るまで忠実に現場を再現してビュームのぼく

露濃度を測定したところ，面体の内外で明確

な差は確認できなかったという。彼らは，面

体着用によるぼく露の低減効果は予想外に低

く，その再現性も低かったことから．比較的

低濃度のぼく露状況なら面体外（胸元）から

採取を行っても構わないと結論している。こ

の様に，従来の知見と異なる結果が導かれた

理由としてLiuらは，比較的低濃度の条件で

実験を行ったこと，（模型ではない）人間の溶

接工による作業で測定を行ったこと，実験時

に溶接工が発用した面体が他の研究で使用さ

れた物と形状が異なること，およびサンプリ

ング時間の相違等を挙げている。

1990年代後半のChungら8）による報告

（1997）は，面体内外の濃度差の問題を直接

論じたものではないが　独自に開発した溶接

ヒューム用サンプラーに対して行った性能試

験とその結果についてまとめている。これを

読むと，1997年時点で既に欧州規格

（EuropeanStandard；CEN1996）と英国規格

（British Standard；BS6691）は，溶接ビュー
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ムの採取口位置を面体内側にするよう定めて

いることが判る。また，同じくChungらがこ

の2年後に行った実験9）からも，面体外での

採取は不適切であることが示されたという。

2000年代になってからの報告としてば

Coleら10）の報文（2007）が挙げられる。こ

こでは　実験室内に構築したモデルを用いて

アルミニウム合金のガスシールドアーク溶接

（GMAW）作業およびTIG溶接（GTAW）

作業に伴って発生するヒュームの濃度を，ダ

ミー作業者に被せた面体の内外で測定して比

較をしている。溶接母材，溶加材，シールド

ガス，作業者姿勢の組合せを違えた全11の

実験条件で測定を行ったところ，そのうち4

条件において，面体内側のビューム濃度は外

側濃度の1％未満となったそうである。この

実験結果に基づき　Coleは「面体は本来，呼

吸用保護具として設計された物ではないが，

着用することでビュームへのぼく露を低減さ

せることが出来る。」と結論している。

なお2000年代に入ると，ISO（前述）がビ

ュームの採取位置を面体内側と明記した為，

面体内外における濃度差の問題には一応決着

が付いた形となり，これ以降，同問題を主題

に取り上げた報告は見かけなくなった。

3．国内の研究（筆者による実験）

面体内外におけるビューム濃度の問題につ

いてば　過去に等者自身も実験を行っている

ので　上記の研究報告と併せ，以下に紹介し

たい11）。

この実験でば　それまでの研究で十分に検

証されなかっだ　作業者の姿勢（前傾角度）

i醍（採取口）位置1 

瑠 ∴●i ヽ 蒜霊計 

図2　筆者による実験の概要。溶接ロボットが炭酸ガスアーク溶接を行い，その時のダミー作業者（トルソー
マネキン）のヒュームはく露濃度を測定する。ダミーは疑似呼吸機能（口腔部からの給排気機能）を備

え．前傾角度（0）が20〇一800の範囲で姿勢を変えられるようになっている。ヒュームの採取位置は

面体の内側（裏面）と外側（表面）およびダミーの左右の胸元の．計4カ所とした。
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が面体内外の濃度差に及ぼす影響を調べるた

め，図2に示す装置を実験室内に構築して模

擬溶接作業を実施し，その際のヒューム（吸

入性粉じん）のぱく露濃度を測定した。その

結果を表1に示す。なお，ビュームの採取位

置は面体の内側（裏面）と外側3カ所（面体

の表面上および作業者の左右の胸元）の計4

カ所とし，採取時間はアークが発生している

5分間とした。表lに記した測定濃度はこの

5分間の時間平均質量濃度で　何れも10回の

繰り返し測定の算術平均値である。この実験

により，以下が明らかになった。

①アーク溶接作業では極めて高濃度のヒュー

ムぱく露を伴うことが予想され，測定位置

（採取口位置）を面体表面上にすると，

100mg／m3を超える場合もある。

②測定位置を，通常の個人サンプラーの装着

位置である作業者の胸元にした場合，その

左右間で測定値に明らかな差異は認められ

なかったが，概ね作業者の姿勢が垂直に近

い（前傾角度が小さい）ほど南淡度になる

傾向が認められた。

③作業姿勢に関わらず，面体表面上における

濃度は，他の全ての測定位置における濃度

よりも高い。

④作業姿執こ関わらず　面体内側における濃

度ぼ　他の全ての測定位置における濃度よ

りも低い。胸元における濃度は，最大で面

体内側における濃度の約2．3倍であった。

⑤面体内側の濃度に対する面体表面上濃度の

比は，作業者姿勢が00。前傾した際に最大

となり約8．5であった。

これらより，面体外側でビュームを採取した

場合，ぱく露濃度を過大に評価することが当

実験でも確認された。ただし，面体内側と面

体表面上との濃度比は作業姿勢によって大き

く変わるので　面体を着用しても安定したぱ

く露低減効果が得られないことも示された。

上記の海外の研究報告においても面体のぱく

露低減効果には幅があったが　この様な作業

者姿勢の違いがその一因と考えられる。

まだ　当実験では前傾姿勢200の条件で面

体表裏の濃度比は最小となり，外側濃度は内

側濃度の4倍弱になった。これは，作業者が

直立に近い姿勢で発生源（アーク点）に相対

するとビュームの面体内侵入が比較的容易に

なるためと考えられるが，換言すれば　作業

姿勢を適切に保つことで面体内濃度をある程

度加減できることを示唆する。実際，現場で

は溶接作業者の姿勢や熟練度によってぼく露

渡度が大きく変わることが以前から知られて

おり，このことはWurzelbacherら12）の報告

にも詳しく記されている。今回の筆者による

実験の結果は，これらの知見と矛盾しないも

のである。

表1各測定位置（採取ロ）におけるヒュームのはく露濃度の測定結果

作業者姿勢 （前傾角；0） �ビューム渡度Img／m3］ ����濃度比 

右胸元（Cr） �左胸元（Cl） �面体表面上（Co） �面体内側（Ci） �Cr／Ci �CVCi �Co／Ci 

200 �61．87 �58．93 �112．13 �29．47 �2，177 �2．315 �3．964 

400 �30．13 �45．63 �141．87 �27．60 �1．315 �1．894 �4．801 

60e �29．73 �21．87 �112．00 �16．40 �2．092 �1．479 �8．529 

80。 �25．60 �35．87 �70．00 �16．53 �1．665 �2253 �4．180 
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溶接ヒユーム障害防止対策の現状と課題
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写真2　両体内採取のための個人サンプラーの装着例13）

（a）伸縮性のヘッドバンドと留め具でサンプラーを側頭部から口元近くに懸垂させる。サンプラーの位置は留
め孔を変えることで調節が可能。

（b）サンプラーとヘルメットを同時に装着した状態。併用が可能である。

（c）サンプラーと面体を同時に装着した状態。サンプラーは面体の内側に収まる。

（d）サンフラーと面体を同時に装着した状態。液晶式自動遮光保護面は比較的帽の狭いものも多いが．サンフ
ラーは内側に収まる。

4．おわりに

ここまで紹介した国内外の報告の結論を総

括すると，「面体の外側で測るヒュームのぱく

36

露濃度は，殆どの場合，内側で測る濃度より

（誤差として許容できる範囲をはるかに超える

程度に）高くなる。しかし，高くなる程度は
一定せず条件次第で異なるため，外側濃度か

N0．138安全衛生コンサルタント



溶接ヒュームの気申濃度測定に際しての注意恵一試料空気の採取方法について－

ら内側濃度を推測することばできない。」とな

ろう。これば「ヒュームのぼく露濃度を正確

に測るには，ビュームを面体の内側から採取

しなければならない」ことを意味する。

上記の報告は何れも溶接ビューム測定にお

ける面体内外の濃度について取り上げたもの

で，マンガン濃度を直接調べた訳ではないが，

今般改正の特化別ではヒューム中のマンガン

が対象なので　濃度差の問題はビュームorマ

ンガンのどちらにおいても同等である。今回

紹介した数々の報告から，面体内採取の合理

性と必然性をご理解頂ければ幸いである。

最後に，実際に溶接ビュームを面体内側か

ら採取する際の，適切な個人サンプラーの取

り付け例を示しておきたい。基本的には前述

のISO10882－1が挿図・写真付きで例示する方

法に従えば問題ないが，海外で使用されてい

る個人サンプラーを用いた例を図示している

ので　本稿では国内市販のサンプラーの取り

付け例を示す。こちらはサンプラーを面体内

側に収める必要上，25mm¢フィルター内蔵

のPM4慣性衝突式個人サンプラーを用いて

おり，オーソドックスな方法としては，写真

2に示すようにサンプラー本体を側頭部から

懸垂させ口元付近（頬の上）で固定すると良

い。こうすることで，面体やヘルメットとサ

ンプラーとの併用が可能になり，視界を遮る

こともないので作業性を損なう恐れも少ない。

吸引ポンプは他の一般的な個人サンプラーの

場合と同様，作業者の腰部にベルトで取り付

けて，サンプラーとチューブで繋ぐことにな

る13）。また，写真3のように留め金具やクリ

ップ　粘着テープなどでサンプラーを面体の

内側に直接取り付けることも可能である。こ

の例では，面体を跳ね上げた際にサンプラー

が呼吸域外（作業者の前方頭上位置）に出て

しまうが，面体跳ね上げ時（＝アークOFF

時）のビュームぼく露濃度はアーク点火時の

安全衛生コンサルタント2021／4月
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写真3　両体内採取のための個人サンフラーの装

着例。この様に，留め具金等を利用して

面体の内側面に直接サンプラーを取り付
けることも可能である。

それと比べ極端に低いので　測定結果に及ぼ

す影響は少ない。なお，JISZ3950：2005（溶

接作業環境における浮遊粉じん渡度測定方法）

では，「呼吸域」を面体内側と定義した上で，

ヒュームの採取法について「吸引口を呼吸域

に直接装着できない場合は，小口径の採気管

を通じて呼吸域から試料空気を採取する」と

しているが，この様な採取を行うと採気管の

内壁にヒュームが付着して確実に測定値を過

小評価させる（いわゆるWallLossもしくは

壁ロスと呼ばれる）ので，避けた方が無難で

ある。まだ（一社）日本溶接協会が定める協

会規格WES9009－2（溶接，熱切断及び関連作

業における安全衛生第2部：ビューム及びガ

ス）では，「個人サンプラタイプの粉じん相対

濃度計」の使用を是としているが，光散乱式

相対濃度計のビュームに対する感度，即ち質

量濃度変換係数（K値）は極めて不安定で正

37



溶接ヒュームの気申濃度測定に際しての注意点一試料空気の採取方法について－

確な測定は期し難いので，溶接現場での使用

は控えて欲しい。

参考文献

1）JohnsonWMS．（1959）AnInvestigationintothe

True Exposure of Arc Welders by Means of

Simultaneous Sampling Procedures．Industrial

Hygienejournal（AIHAJournal）20．194－196．

2）AlpaughE．し，PhillippoK．A．PulsirerH．C．（1968）

Ventilation Requirements for Gas－Metal－Arc

WeldingversusCoveredElectrodeWeIding．AIHA

Jouma129．551－557．

3）SentzFC，RakowAB．（19（ゆExptXSuretOIronOxide

Fume at Arcair and Powder－Buming Operations．

AIHAJourna130，143－146．

4）VorDahlKW，JordanP．T，MamewsEJ．（1976）Chmme

alloyweldingfumestudy．AIHAJourna137．566－569．

5）Bancro允B，GreenoughG．H．HodgesJP．etaL（1980）

Measurementofthedustprotectionandaimowofa

helmetrespirator．Ann．occup．Hyg．23．295－304．

6）GouerJ．W．PaikN．W．（1985）AComparisonofIron

Oxide FumeInside and Outside of Welding

Helmets．AIHAJourna146．89－93．

7）LiuD．WongH．QuinlanP．etaL（19GB）WeldhgHehet

38

Airborne Fume Concentrations Compared to

PersonalBreathingZoneSampling．AIHAJourna1

56．280283．

8）ChungK．Y．K．AitkenRJ．BradleyDR（1997）De－

velopment and Testing ofa New Sampler for

WeldingFume．Annoccup．Hyg．41．356－372．

9）ChungK．Y．K．CarterGJ．Stancli統J．D．（1999）Lab－

OratOry Evaluation of a Protocolfor Personal

Sampling ofAirborne Particlesin Welding and

AILiedprocesses．AppLOccupEnviron．Hyg．14．107－

118．

10）ColeH．EpsteinS，PeaceJ．（2007）Particulateand

Gaseous Emissions When Welding Aluminum

Alloys．J．Occup．Environ．Hyg．4．678・（避7．

11）小鴨　純，柴田延幸，岩崎薮，沈光鋲．（2000）溶接

作業時の個人曝露粉じん湿度の測定について．セイ

ブティダイジェスト46（5）．7・19．

12）Wurzelbacher S．J．Hudock S．D．Johnston O．E．et

al．（2002）Apilotstudyonthee鮭ectsoftwoven血

Iation methods on weld fume exposuresin a

Shipyardcon寄nedspaceweldjngtask．App10ccup

EnvironHyg．17．735－740．

13）小鳩　純．（2008）溶接粉じんの個人ぱく露濃度測定

法の提案．労働安全衛生研究1（3）．267－269．

－☆－

N0．138安全衛生コンサルタント


