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ソリン不足で、ガソリンスタンドでは何キロにも及
ぶ長い行列ができている。
　地震と津波での被災内容を見てみる。
　【地震】機械の横ズレ（特に枚葉機）、フィーダー
部およびデリバリー部の部品破損、床のトロコンレ
ールの破損、機械固定用ケミカルアンカーボルトの
破損、水道、ガス管などー次側の損傷、工場の床・
壁及び天井の損傷など。
　【津波】機械への海水混入、オイルフラッシングお
よびオイル交換、海水とその乾燥による清掃が困難、
機械への錆び対応、電装品の乾燥、主モーターなど
電装品の交換など。
　KOMORI災害復旧部隊は、小森マシナリー（山形
県高畑町）を拠点としていたため、安全ではあるが
移動に片道２時間かかる不便さがあった。そこで山
形市役所の除雪車駐車場を借用し、１時間で移動で
きるようにしガソリンの消費も半分にした。復旧部
隊は、小森マシナリーが山形の企業であり、「緊急通
行証」を持った被災普及車であることが活動をスム
ーズにさせた。日頃の地域や協力会社との付き合い
が災害時に生きてくることを実感した。
　この緊急通行証は、東京の本所警察署から20枚発
行してもらったもので、全国で使用可能であり、通
行禁止の高速道路も無料で走行ができ、しかも、ガ
ソリンが優先給油できる特権付きである。

□事業継続計画（BCP）のすすめ

　地球が生きている以上、地震は必ず来る。いつ来
るかは断言できないが、時限爆弾の上にいる以上備
えは怠らないでいただきたい。

　事業継続計画（Business Continuity Planning
／BCP）は、今では事業継続と復旧計画（Business 
Continuity＆Resilirency Planning／BCRP）と
呼ばれ、2012年にISO22301が、2013年にはその日本
版であるJIS22301が制定されている。
　早期復旧には、公的支援を得て業界団体の素早い
動きが望まれる。緊急通行証などの交付を得ること
も必要。いずれにしても、全国の関連、協力会社の
力を借りられる普段の関係づくりが大切になってく
る。例えば、「災害時における支援協力に関する基本
協定」の締結が、岡山・島根・鳥取３県の印刷工業
組合で行なわれた。また、NPO法人印刷OEM研究
会（浅野健代表）では、日頃から品質上の問題を加
盟印刷会社間で克服し合ってきた。この実績を活か
し、震災で業務が一時停止した場合は、会員企業の
協力を得る取り決めがされている。

□大地震災害への対応

　【従業員の安全確保】
　大地震が起きた場合、その対応では従業員の安全
確保が最優先になる。
　安否確認では、就業中に負傷者を出さないことに
気を配る。印刷機は動く、モノは落ちる、モノは倒
れると思い、重量物や備品の荷崩れに注意する。避
難路の策定が必要となる。
　就業外では、会社からの連絡は困難になるので、
距離・地域別での連絡網を準備する。通勤手段の状
況では、自動車、二輪車、徒歩通勤者などの把握、
また、電車通勤者の通勤時間、疲労への配慮なども
考慮する必要がある。
　救援と救済では、被災の程度も様々であり、事前
の自社「救済規定」を作成しておくべきである。
　【印刷機械への影響】
　印刷機械以上への目安は、５±が分かれ目である。
５−の場合⇒殆どの機械は影響を受けない。５＋の
場合⇒半数が微妙に影響を受けている。６以上の場
合⇒殆どの機械が影響を受けている。
　「異常」とは何か、機械が損傷を受け、機械が設置
された場所からずれることである。機械がずれると
水平が狂う。たとえ１㎝動いても稼働中止。それだ

□災害発生での被災状況

　熊本地震の被災状況であるが、2016年４月14日
M6.5震度７の前震、同４月16日M7.3震度７の本震
が襲った。この地震によりKOMORI機使用の被災
会社は22社、被災機械は44台にのぼった。その状況
は、印刷機が５メートルずれた、デリバリー部が破
損した、床が陥没した、建屋が崩壊したなどである。
　1995年の阪神淡路大震災から2016年の熊本地震、
鳥取地震までの地震、洪水、集中豪雨などの被災に
ついて見てみると、KOMORI機は769社・1623台が
災害を受けた。中でも東日本大震災では、378社・

886台におよぶ甚大な被害である。ちなみに、ハイデ
ルベルグ社が189社・448台であり、この２社だけで
も1,300台あまりが被災したことになる。

□東日本大震災の特徴と困難さ

　東日本大震災は被災地域が広く、被災会社数・機
械台数が膨大であった。また、地震被害だけでなく
津波による海水被害も受けた。小森本社およびつく
ばプラント、小森マシナリーも地震の影響を少なか
らず受けた。東北営業所のスタッフおよび家族も被
災した。津波と福島原発の影響で、道路が通行止め
になり、ましてや被災地には宿泊設備がないし、ガ

印刷会社の災害対策

　岐阜県印刷工業組合・組織活性委員会は、２月14日岐阜市菅生のプリンタープラザで、
印刷業における危機管理（BCP）セミナーを開催した。当日は、㈱小森コーポレーション
西日本サービス部付KPMコンサルタントの川名茂樹氏を講師に招き、東日本大震災、熊本
地震などを例に印刷会社の災害対策を学んだ。（本稿は、「印刷業における危機管理」の講
演内容を要約したものである。なお、配布されたレジメからも引用した。文責在記者）

大地震災害への対応
従業員の安全確保、印刷機械への影響、機械周辺設備と工場内の被害、工場建屋の被害、
地震発生時の対応、地震発生後の対応

印刷業における危機管理
生産現場を中心に被害を最小限に
食い止めるポイント

 講師：川名茂樹　㈱小森コーポレーションKPMコンサルタント

BCPセミナーと
川名講師（下）

企業の事業復旧に対するBCP導入効果のイメージ
中小企業庁HPより
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　②言動側の軽量物、ポンプ、給水タンク、コンプ
レッサーなどは定位置マークを付けておくと便利。
　③天井照明器具の落下。
　④水道、ガス管、パイピング配管の接続部確認、
　⑤レベラーのズレ、ケミカルアンカーの確認。
　⑥オペレーションスタンドにもマークを付けておく。
　⑦リフター内に水混入。
　【工場建屋の被害】
　工場建屋の被害では、①揚げ台・ピットによる被
害／落ち込むと復旧に時間と危険が伴う。アンカー
ボルトでの固定が必要であるが、震度７では基礎そ
のものがひび割れたり破損したりする。作り直しが
必要であるが、安全性の観点から固定が奨められる。
②工場・建屋の強度による被害の差／１階が駐車場
でその上が事務所という頭の重たい建物が倒壊。１
階が工場で柱の本数が少ない建物が崩落。補強の柱
も有効で難を逃れた例もある。また、柱にステップ
を切り込んで設置されている機械は、その柱を軸に
機械が動き、被害が甚大になった。埋め立て地や地

盤の弱い土地は液状化しやすいため、土地の状態把
握と基礎・土台の強度アップを考える。液状化のた
め数週間後に基礎が崩れた事例もある。
　【通信手段の優劣】
　通信手段に関しては、通話が困難になるため確実
性の高い通信機器を選ぶ必要がある。
　①衛星電話…費用負担が課題。②災害用伝言板…
震度６弱程度以上の時、ダイヤル171で登録ができ、
非常に有効である。③ファックス…一方通行になる
が確実性は高い。④PHS…東日本大震災で大活躍。
台数少なく公衆電話上にアンテナがあるため、現地
からの東京通話はー発OK。⑤公衆電話…一般電話
より通話の確実性は高い。⑥一般電話…遠距離の中
継の方がつながりやすい。（仙台→東京NG。仙台→
京都→大阪→東京OK）。⑦携帯電話・メール…20年
前は希少で可だが現在は通話不能。⑧張紙など…現
場ではこの方法が確実。災害時は原始的でシンプル
な方法が有効である。　
　【交通事情】
　交通事情に関しては、機械は復旧しても製品を運
搬出来ないことや紙・インキが来ないことがある。
　①高速道路⇒通行止めで緊急車両専用となること
が多い。「緊急通行証」が復旧のきめてになる。②幹
線道路⇒緊急車両と救援物資運搬道路となる。地元
の会社や住民には「許可証」が交付されるケースが
ある。「緊急通行証」が復旧のきめてになる。③一般
道路⇒家屋の倒壊、橋や道路の亀裂や陥没、電信柱が
道路をふさぐなど、災害当初はほぼ使えない。復旧
しても、クギの散乱など車のパンク対策が必要。ガ
ソリンスタンドや整備工場がないと考えた方がよい。

け印刷機械は精密機械である。水平は100分の数ミリ
で維持。測定器は精密機械用品を使用する。
　【本機の固定方法】
　本機の固定方法としては、機種・仕様での違いは
あるが強度的には、Ａ＜B＜Ｃ＜D＜Ｅの順。Ｅだ
けは震度７に耐えた実績あるが、地盤が歪むため、
水平を取り直す際にコンクリートを壊さなければな
らない。そのため、Ｅが全て良いとはいえない。横
ズレ防止が最も有効と考える。
　東日本大震災でも、フィーダーのフレームが割れ
る、鋳物が割れる、レベリング台が割れる、基礎が
割れる、アンカーボルトが上に引き抜けるなど、固
定して動かないようにするのは無理がある。また、
輪転機の折り機やクーリングユニットなど、アング
ルをアンカーで固定する方法もマイナス面がある。
　【機械周辺設備と工場内の被害】
　①機械上の工具・インキ缶の落下。ユニット上・
デリバリー上からの落下。機械内部に入っていない
かの確認。普段の5S・整理整頓が機械を守る。
　②軽量物のズレや落下。パソコン・資材・給水タ
ンク・ポンプなどは小さな震度でも動くため要注意。
　③蛍光灯・水銀灯などの照明。天井固定型とぶら
下げ型で多少異なる。ローラー上の照明は回転中は
特に危険。
　④水道管・インキパイプなどの破損。移動距離が
長い場合、接続部の破損になる。自動供給は止まら
ない。二次災害になるので固定方法の再考と、元栓・

元電源を切る。マニュアルと訓練が必要。
　⑤オイルパン、ライナー、レベラーなどがズレた
りはずれたりする。水平が狂っているかの判断材料
でもある。
　⑥IRやUV、ガスなどによる発火が起こる。枚葉
機は紙が残って発火する可能性がある。電源を落と
し被害を最小限に抑える。輪転機はガス爆発の危険
があるので、元栓を閉めて非難する。復旧作業時も
電源と元栓のOFFを必ず行なう。
　⑦データの喪失が起きる。今はデジタルであるが、
保存装置そのものが破損した場合全て失われる。
バックアップ体制を平常時から取っておくこと。一
極集中管理はリスクが大きいので、遠隔地やダブル
保存、クラウド管理を考える。データの優先度を決
めて選択する。
　【枚葉機の確認項目】
　①機械上の工具、スパナ、インキヘラ、インキ缶、
ウエスなどの落下。棚から物の落下。
　②軽量物、ポンプ、給水タンク、コンプレッサー、
定位置マークなどを付けておくと便利。
　③照明器具の落下。
　④パイプ配管類の接続、配電盤、給水パイプ、ガ
ス（輪転機）などの損傷。
　⑤オイル版、レベラーのズレ、しるしの確認。
　【輪転機の確認項目】
　①機械上の工具、スパナおよびレンチ類が落下。
日頃から整理整頓が必要。

「印刷会社の災害対策」

事業継続計画（BCP）の必要性「事業継続計画（BCP）の
概念」内閣府HPより

本機の固定方法
機種・仕様での違いはあるが強度的には
Ａ＜B＜Ｃ＜D＜Ｅ

枚葉機の確認項目
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　【風水害の被害状況推移】
　2013年までの24年間で死者・行方不明者は1,895
人、住宅被害71,448戸。年平均で79人、2,977戸（東
日本大震災含まず）。2004年の台風18号の被害では、
印刷機の被災は1995年以降44社73台。特に2004年は
台風大量上陸があり10社14台が被災した。2004年９
月７日に九州地方に上陸し、日本列島を横断するよ
うに通過した台風18号は、九州・中国・四国に多大
な被害をもたらした。例えば、印刷機が1mも浸水
した、屋根からの雨漏りで印刷機が錆びる、電装品
（PQCなど）がショートする、ダクトから水が入り
配電ラインが不良となる、社屋の屋根・窓ガラス・
シャッターの破損など、被害は多様である。
　【風水害の予測】
　台風による風水害・高潮はある程度、報道機関か
らの情報があり、油断・手抜きをしなければ、大き
な被害に合わずに済む。一般家庭でも同様である。
　▽風水害前の注意点
　①強風・豪雨で飛ばされるものはないか。看板、
ダクト、トタン・ごみ・植木などの事前点検。
　②用水路・下水路などにゴミがたまり、水があふ
れることはないか。
　③社屋全体の雨漏りチェックと改修は大丈夫か。
窓ガラスは強風に耐えられるか。雨戸がなくて割れ
る可能性はないか。板やガムテープでの補強が必要
か。
　④ドア・シャッターなどのゆがみや変形はないか。
土嚢を積み上げて浸水を阻止できるか、具体的に見
る。台風18号の土嚢による浸水を阻止した高松市の
例を教訓としたい。
　⑤浸水を想定して、床面やダクト内の電気配線・
各種配管のむき出し・接続部の防水状態を点検し改
善する。電気配線はハンガーでの天井配線が望まし
いが、床やピット内配線の場合でも、接続端子やケ
ーブルなどがむき出しになっていないか点検し、ー
本配線に改善することで、被害を最小限にする。

　⑥機械、その他設備にかけるビニールシートとロ
ープの事前準備と保管管理システムを構築する。台
風18号で、窓ガラスが割れて雨水が侵入したが、機
械にビニールシートをかけていて助かった山口市の
例を教訓としたい。
　⑦低い土地にある浸水危険の高い社屋は、土嚢の
準備と備蓄を怠らない。緊急調達体制も構築してお
く。
　⑧停電対策を考える。地震時も使える自家発電機
の準備と緊急調達体制を構築する。リース会社の事
前確認も必要である。
　⑨工場内の5Sの徹底と、床にモノを置かない習
慣化が非常に重要である。地震でも同様であるが、
5Sの徹底が被害を最小限に抑える最大の予防保全
である。5S工場パトロールなどの管理体制構築、ね
ばり強い継続活動を社風にする。
　⑩「台風が襲ってくる！浸水が始まった！」とい
う具体的想定をして準備すること。緊張感を持って、
社屋と機械と社員を守るためには、そしてお客様を
守るためには、どうすればよいかと考えることが、
重要である。
　【予測できない風水害】
　下水・用水路・河川の氾濫は、ある時突然に発生
し直ぐに引いてしまう。用水路のゴミ取り金網に、
ゴミ、木、葉っぱが詰まり一気に氾濫、20〜30cm
浸水した例もある。
　予測のつかないものへの注意も必要である。例え
ば、①事前対応の項目で安心せず、巡回パトロール
で異常をつかむ。②都市部の浸水は、下水口やマン
ホールからの逆流する氾濫が多い。地下室・地下街・
地下鉄などへ滝のように浸水し、逃げ遅れて死亡し
た人さえ出ている。あらかじめ地下から避難してお
く。③日常的活動を積み重ね、危険を察知する知恵
と能力を高め、注意深く周辺状況を把握するのが最
善の策であろう。
　【浸水発生時の対応】

　☆救援活動にはバイク・自転車が便利で機動的。
リュック姿を念頭において準備。パンクに注意する。
　【救援活動時のライフライン】
　ライフラインの復旧状態、物質の優先順位をつか
む。一番は水の確保である。
　［衣］⇒怖くて自宅に戻れないことが多い。寒い季
節は即必要で緊急度が高い。［食］⇒隣の県には豊富
に有るが移動手段がない。［住］⇒余震への注意（瓦
屋根・柱が少ないなどの旧家は注意）。電気・ガスの
復旧時にガス爆発や火災が実際に発生している。
　☆盗難被害に注意。東日本大震災時のガソリン盗
難。避難住宅への「火事場泥棒」が横行。
　【地震発生時の対応】
　地震発生時の対応で、オペレータの取る手段。
　①ただちに機械を停止させる。余裕があれば胴抜
きを停止前に行なう。機械が回転中だと、『空中に浮
いている』状態になるため、ズレやすい。回転中に
機械にモノが入る危険性がある。
　②身の安全を考えて避難する。紙やインキ缶や資
材が崩れ落ちることを念頭に置いて行動する。巻紙
の荷崩れは生死に直結するので、絶対に近づかない
こと。「避難経路」の確定と表示、そして避難訓練の
実施をする。普段の5Sによって、落下や転倒や流入
などの被害を予防する。
　③余裕があれば、機械や工場の電源、ガス、水道
を大元から止める。地震の揺れ被害のほか、火災や
水害への波及を防ぐ。
　【地震発生後の対応】
　地震発生後の対応については次のことがある。
　①印刷機のズレがないか確認。「横ズレ確認マー
ク」のズレ、水平ライナーやオイルパンのズレを確
認する。水平確認が必要か否かが即座にわかるよう
にする。
　②印刷機上に落下物・粉塵などがないか確認。掃
除機やエアーガン、ほうきやモップ、雑巾やウエス
などで小まめに掃除する。もし機械外観やカバーな
どに凹みや損傷がある場合は、メーカーに連絡を取
り指示を受ける。
　③電気ケーブル等に電気配線に損傷、断線が無い
か確認。もし被害が見つかったら、絶対に電源を入
れてはいけない。二次被害が起こるため、メーカー

に連絡を取り指示を受ける。
　④印刷機を手回しハンドルで回し、印刷用紙の除
去・落下物などの障害物の確認をする。この時は、
複数名で慎重に行なう。
　次の点を注意する。１）回転中に手を機械内に入
れる場合は、必ず声を掛け合い、返事を待ってから
行なう。人身事故防止を徹底する。２）主モーター
のブレーキがスプリング式の場合（PL法施行以降は
ほぼ全て）は、電源が入っていない時は回転できな
いので、ブレーキ解除をする。解除訓練を平時に実
施しておくとよい。３）手回しハンドルが重くなっ
たり、ひっかかった場合は作業を中断して、メーカ
ーに連絡を取り指示を受ける。
　⑤以上の問題を全てクリアーした場合に限り、電
源を入れる。
　この場合、１）寸動で数回スムーズに回るか確認
する。２）低速回転にして主モーターの電流値（ア
ンペア）に異常がないか確認する。３）高速回転に
して同様のことを確認する。４）回転中の異音・異
常振動・異臭・発熱などに注意を払い続ける。
　☆①〜⑤まで一つでも不安がある場合は、必ずメ
ーカーに連絡し指示を受ける。勝手な判断は行なわ
ない。電源は絶対入れない。

「印刷会社の災害対策」

　【リスクを考えた事前の生産体制】
　①印刷現場の5S・整理整頓／モノを放置し
ない、床に直置きしない。普段の5Sが最重要項
目、それが機械と工場と品質と従業員を守る。
パトロールで管理する。
　②データのバックアップ体制をとる／ランク
付けと別媒体での管理をする。一極収集管理で
失うものは信用とお客様である。
　③印刷の協力体制を作る／協力企業郡による
バックアップ体制作り。品質上の問題をいかに
クリアーするかが重要である。
　※OEM（相手先ブランドによる製造）や
Japan Color認証など
　④印刷工業組合・各種団体への積極的参加／
普段の情報共有・協力体制の構築を、平時に作
り上げる。いざという時に力になってくれる。
　☆信頼できる〝仲間〟を作る。

台風・集中豪雨災害
風水害の予測、浸水発生時の対応、浸水発生後の対応、決してあきらめない
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置、リフターなどを床面より上げる。そうすれば80％
程度の確率で助かる。
　③機械にビニールシートをかける。雨漏りからの
浸水で機械や電装品が被災する事故がある。
　④決してあきらめないこと。これまでのデータか
ら地面から15〜20cmまでの浸水が多い。工場の入
り口や機械周りへの土嚢積み上げで助かる。

　【浸水被害を受けた後の対応】
　①工場と機械の電源は安全確認が出来るまで絶対
に入れない。漏電や感電、そして機械の電装品のショ
ートを招く。
　②機械の冠水状態を把握する。真水か海水かを区
別する。海水の場合、水が引いた後に濡れた部分が
急速に錆び始めるため。床面から何センチ、オイル

　①電源は即座に落として絶対に入れない。電源が
入っていなければ、仮に水につかっても洗浄と乾燥
で復帰できる。機械の電源は大元のキュービクルか
ら落として、絶対に安全が確認できるまで電源は入
れない。古い機械は１次側端子台が低い位置にある
ので特に注意する。
　②床に置かれている物をうえにあげる。印刷機の

浸水被害の分かれ目は、オイルバスまで浸水するか
否かである。浸水した場合は、大がかりな復旧が即
座に必要になるが、すべてが、そうではない。床の
物をできるだけオイルバスより上に上げるのだ。ポ
ンプ類、シートデカーラ、各種装置、電気ボックス
などをステップの上や50cm程度のパレット台の上
にのせる。デリバリー・フイーダー、フライング装

「印刷会社の災害対策」

■地震発生時における 
メンテナンスのポイント

　地震や水害等の広範囲な災害が発生した場合に
は、通信が集中するため、KOMORI側からの電話連
絡が非常に困難となる。お客様側からも連絡をとる
よう心掛ける。
　［Ⅰ］地震発生時の注意点
　①地震が発生した時は、ただちに急停止または停
止ボタンを押して印刷機械を止める。
　②身の安全を考えて、安全な場所に避難する。
　［Ⅱ］「KOMORI緊急災害対策本部」への連絡方法
の優先順序
　１番…緑・グレ一の公衆電話が比較的使用できる。
２番…一般の常設電話。３番…携帯電話（携帯電話
は一番掛かり難いといわれている）。
　広域災害が発生した場合には、交通網の被災や交
通規制などにより、サービスマンの到着が遅れる場
合がある。サービスマンの到着までは下記の手順に
従って復旧対策を行ない、サービスマンの到着後は
指示に従う。電源はサービスマンの確認と立会いの
上で投入する。
　［Ⅲ］地震後印刷開始時の注意点
　①印刷機械の横ズレ、水平ライナーが外れていな
いか確認する。横ズレ確認マークをライナー（４角）
に、事前につけておく（テープでもペイントでも
可）。これでズレたかどうかの識別が容易にできる。
　【注意】ライナーよりズレていたり、落ちていたり
する場合は、KOMORIサービスに連絡し、サービス
マンの訪問を待つ。
　②印刷機械上に落下物、粉じんなどがないか確認
および清掃をする。

　【注意】機械外観やカバー等に凹み・損傷がみられ
る場合は、KOMORIサービスに連絡し、サービスマ
ンの訪問を待つ。
　③電気ケーブルなどが落下物による損傷、断線な
どないか確認する。
　【注意】ケーブルに損傷、断線が確認された場合
は、KOMORIサービスに連絡し、サービスマンの訪
問を待つ。
　④印刷機械を手廻しハンドルで廻し（版胴・ゴム
胴で２回転以上）、機械内に障害物がないかを確認す
る。
　【注意】メインモーターブレーキ解除ハンドル装着
機械は解除する。ハンドル解除をしないと、ブレー
キが作動しており手廻しはできない。
　⑤上記１〜４の項目をクリアした上で、寸動で数
回スムーズに廻るか確認をし、低速運転でメインモ
ーターの電流値（アンペア）に異常がないか確認し
高速運転に入れる。また、再び電流値も確認する。
正常に回転されていることが確認でき、初めて印刷
を開始できる。※回転中の異音・振動・異臭・発熱
などに注意を払う。

■水害による被災時の 
ワンポイントマニュアル

　［Ⅰ］「KOMORI緊急災害対策本部」からお願い
　広域災害が発生した場合には、交通網の被災や交
通規制等により、サービスマンの到着が遅れる場合
がある。その場合は下記の手順に従って復旧対策を
行ない、サービスマンの到着後は指示に従う。電源
はサービスマンの確認と立会いの上で投入する。
　［Ⅱ］水害の恐れがせまった場合
　①床に直に置かれている、ポンプ類・配電盤等を
ステップ等の上に移動する。
　②フィーダーやデリバリーの紙積み台等を床面か
らできるだけ上にする。
　③電源を落す。
　［Ⅲ］水害により機械が冠水してしまった場合
　①被害状況の把握ができるまで工場と機械本体の
電源を落す（漏電、感電の恐れがある）。
　②機械の冠水状況を把握する。（床面から△△cm
位まで水に浸かったと具体的な数値で）
　③被害の状況をKOMORIサービスに連絡しサー
ビスマンの指示を受ける。
　④水が引いたら、極力早めに冠水した所の汚泥を
清水（水道水）で洗い流す（冠水部のみ）。汚泥が乾

燥すると後の復旧に大変時間を要する（特にゴムロ
ーラ関係）。
　⑤ゴムローラ関係は取外し清水で洗って乾燥さ
せ、ベアリングは交換する。
　⑥冠水したギャボックスなどのオイルを抜く（オ
イルが飛散、拡散しないように充分注意する）。大き
なギヤボックスやユニットのオイルタンクなどは、
浸水により全体の量が増えている場合があるので直
接フタを外すことは危険であり、ドレーンポートか
ら油抜きを行なう。
　⑦冠水した配線ダクト・端子箱のフタを開けて、
水を抜き乾燥させる。
　⑧カバーやフタは極力大きく開いて乾燥させる。
　⑨乾燥は屋内電源（AC100V）の復旧後、扇風機や
ヘアードライヤーによる乾燥が適当と思われるが、
長時間の連続使用は非常に危険なので注意が必要。
　⑩電気部品の対応はサービスマンの指示に従う。
　電気部品は目視での良否判断は、困難かつ非常に
危険である。取り敢えず乾燥させ、絶縁チェックを
行なった上で機能チェックを行なう。
　⑪基本的に冠水したベアリング関係は、フラッシ
ングを完全に行なうか交換が望まれる。
　⑫給油関係は、フラッシングを完全に行なった後、
新しいオイルと交換する。
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　⑤浸水がオイルバス以上になっている場合は、速
やかにオイルバスから水と油を抜き取り、カバーを
開けて内部を掃除する。錆止めスプレーオイルを細
部にわたって振りかける。
　⑥ゴムローラ関係は取り外し清水で洗う。ベアリ
ングは交換し鉄部にはスプレーオイルを振りかける。
　⑦冠水したギヤボックスなどのオイルを抜き取る。
　浸水によって全体量が増えている可能性があるの
で、ドレーンポートから抜く。
　⑧冠水した配線ダクト・端子箱・電気ボックスを
開けて、水を抜き乾燥する。
　⑨カバーやフタを大きく開けて、乾燥を促進する。
　⑩乾燥は屋内電源（AC100V）の復旧後、温風機・
扇風機・ヘアードライヤーなどを使う。
　⑪電装品の復旧はメーカー技術者の指示に従う。
電装品の良否判断は目視が難しいため、技術者の判
断が必要である。乾燥させて絶縁チェックを行なっ
たうえで、機能チェックを行なう。
　⑫冠水したベアリング類は、フラッシングを完全
に行なうか交換が望ましい。
　⑬本機の潤滑オイルは、フラッシングを完全に行
なってから新品オイルと交換する。交換したオイル
が白濁した場合は、水が残っているからなので、フ
ラッシングをやり直すか、白濁がなくなるまでオイ
ル交換し続ける。オイルバス以上の浸水の場合は、
フラッシングオイルと本機オイルの手配を早々にす
る。
　⑭電源は、安全確認ができるまで入れない。プロ
の判断を待って、メーカー技術者の立会いの下で入
れるようにする。
　☆風水害に対しは「決してあきらめない」。そうす
れば「80％は助かる」。

バスに入った、シリンダーや爪竿がぬれた、など具
体的数値や状態をつかむ。
　③被害状況を機械メーカーに連絡し、メーカー技
術者の指示を仰ぐ。雨漏りからの浸水で機械や電装
品が被災する事故がある。
　④水が引いたら、急いで冠水部の汚泥を洗い流す。
　塗装された部分は清水（水道水）で洗い流し、鉄

の露出部分は洗油などで洗浄して不純物を取り除
き、サビ止めのスプレーオイルをかける。汚泥は乾
燥すると取り除くのに大変な時間がかかる。特に海
水は塩分がべとべとして大変である。鉄が水に濡れ
れば錆びる。特に海水は塩分がある。半日以上置く
のは極めて危険であり、丸一日置くとほぼ全滅であ
る。

「印刷会社の災害対策」

　■最後に一言
　地球が生きて動いている以上、地震や風水害
は必ず起きる。だから先達の教訓を汲みとり、
何をなすべきか考えねばならない。時にはあま
りの被害に無力感に襲われることもある。しか
し忘れてはいけない　『備えあれば憂いなし』。

　□KOMORIの地震対策装置
　【地震監視装置】
　印刷機の稼働中に地震が発生した場合には、シリンダ
ーの損傷やドライヤーによる出火、オペレータの危険性
など、被害は印刷機のみならず二次被害ももたらす。そ
こで、震度５以上の地震時に印刷機の運転を自動的に停
止させる装置を世界に先駆けて開発。この地震監視装置
は、「①震度５以上の異常振動に対し感震器が感知、②印
刷機の胴抜き、③電源を切る」を自動的に行なう。
　【横ズレ防止装置】
　横ズレ防止装置は、地震で最も多い印刷機械の横ズレ
をホールインアンカーで抑止させる工法。印刷機のダメ
ージを最小限に抑えられるため、早期の復旧が可能。既
設印刷機への後付け設置が可能。
　【異常振動監視装置】
　印刷機械へ加わった異常振動を感知して主電源を遮断
する装置。震度５以上の移動振動に対し、監視装置が感
知し、印刷機の胴抜きと電源を切るまで自動で行なう。
さらに、印刷機械の二次被害（シリンダーの損傷被害を
軽減、UV乾燥装置からの出火を防止、機械の強制停止
で機械のズレを最小限に抑制、機内の漏電を防止）など
を防止する。

 
　□講師プロフィール
　川名茂樹（かわなしげき）／㈱小森コーポレーション
KPMコンサルタント（KPMとは、Komori Preventive 
Maintenanc：小森予防保全のこと）。
　1955年生まれ、印刷会社での現場勤務を経て、1991年
㈱小森コーポレーションに入社。2001年に「印刷現場の
予防保全」活動を開始。予防保全活動のパイオニアであ
る。現在、同社の「KPMコンサルタント」として、日本
全国のユーザーや中国・韓国・台湾などで予防保全活動
の指導を実施。その成果を成功事例として発表している。
また、印刷関連情報誌への寄稿や講演などを通じて、予
防保全、印刷機械保全、印刷技術、印刷工場用5S、工場
管理運営、人身事故、消防レスキュー隊教育、地震・水
害対策などの啓蒙に努めている。
　著書に、「印刷現場の予防保全」、「予防保全　印刷企業
の実例を探る」、「印刷現場の作り方」（印刷学会出版部）
がある。また、日本印刷技術協会（JAGAT）の通信教
育「印刷現場の予防保全講座」主任講師も務める。
 

■突発停電・計画停電時の 
対応マニュアル

　突発停電や計画停電に見舞われた時に、被害を防
ぎ迅速な復旧をするための注意点。
　［Ⅰ］事前に準備しておくこと
　①工場の照明が消えて暗闇になったらどうなる
か、何が必要になるのかを考える。
　②懐中電灯を用意する。現場のスタッフの人数分
以上が必要。常に携帯するわけにはいかないので、
一番作業する時間が長い場所に置く。また、移動す
る途中などにも必要である。
　③暗闇で懐中電灯を探すことを考えて、機械の側
面にかける、壁にかける、通路にかけるなど、取り
やすくかつ、分かりやすい場所を決め、必ずそこに
行けば手に入るように管理をする。
　④機械のステップや周辺を常に整理・整頓・清掃
して、暗闇で歩いてすべる、つまずく、蹴とばすな
ど、引き起こさないようにしておく。
　［Ⅱ］計画停電の場合
　①停電の予定時間前に、印刷機械と周辺機器を停
止し電源を切る。電源を切る順番は、電源の小さい
ものから始めだんだん大きなものを切っていく。印
刷機械の主電盤の操作回路電源スイッチ⇒同メイン
電源スイッチ⇒工場の400V電源ブレーカーの順で
切る。これで電装品の劣化を防ぐことができる。（な
お、電源を入れる場合はこの逆で入れる）。
　②印刷機械の電源を切る前に、インキやブラン
ケットなどの洗浄を行なう。
　③輪転機は運転中に停電になって突然電源が落ち
た場合、大変なダメージを受けるので、絶対にその
ようなことにならない対策が必要である。

　【注意】輪転機は印刷中に突然電源が落ちると、原
動クラッチが切れ、折り機クラッチが切れる。する
と、印刷ユニットと折り機のスピードが変わり断紙
する。ブランケット胴に紙が巻きつく。折り機では
搬送中の紙がグチャグチャになる。ドライヤーは自
動停止するが、紙が残っていた場合、火災の危険が
ある。つまり、復旧作業が非常に大変で機械のダメ
ージも大きい。
　［Ⅲ］突発停電の場合
　①まずは現場のスタッフの安全を優先する。
　②突発停電の場合は、復旧作業が主体となる。
　＜枚葉機の場合＞
　ユニット内部に用紙が残っている場合があるの
で、全てのユニットを確認する。手回しで正回転方
向で紙を抜く。絶対に逆転しない。特にジャケット
をはっている圧胴は凹む危険がある。その後、イン
キローラ部に乾燥防止材などを塗布し、手回しで十
分に機械になじませインキの乾燥を防止する。
　【注意】メインモーターに強制停止ブレーキを装備
している場合は、電源が入っていないと手回しがで
きないため、ブレーキ解除ハンドルを右回りで一杯
まで回わして、ブレーキを解除する。（電源ONの場
合は、逆回転させ元に戻す）。
　＜輪転機の場合＞
　突発停電にならない予防活動が重要である。

ブレーキ解除ハンドル手回しハンドル


