
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ベルトコンベヤに於ける火災(含爆発) 

事故削減に向けて 
                                                             

                                          川添 洋 

 

はじめに 平成 26 年(2014 年)度版の消防白書に依れば、危険物施設での火災(含む爆発)事故

発生件数は 188件で、その被害総額は 43億円を超えています。この数字は石油コンビナートに代

表される危険物施設での統計ですから、それ以外の一般産業施設での大小含めた火災事故を含

めればその件数と被害額はもっと多くなるはずです。会社及び作業従事者の事故予防に向けた不

断の取り組みとその努力にもかかわらず毎年繰り返して起こっている火災や爆発事故をもっと減ら

せる方策は無いものなのでしょうか。 

ところで、こうした事故の中で、では、ベルトコンベヤの火災事故が毎年どのくらい発生しているか

はわかりませんが、毎年のようにニュース等で事故の映像が映し出される他、ニュースにならないコ

ンベヤ火災の話を時折聞きますから、その件数は少なくないはずです。それは、何故かと云えば、

ベルトコンベヤに使われるベルトは材料がゴムなので、燃えにくい難燃性ベルトを使用していたとし

ても素材自体は可燃性物質ですから燃える物質である事に加え、又、ベルト上の搬送物が石炭・

小麦粉・木材チップのような可燃性物質であれば火災が起こりうる可能性が尚更高まるからです。

それに加えて、可燃性搬送物の粉塵がコンベヤ周りに自然に溜まる構造や環境にあれば、条件的

には火災はいつ起こっても不思議では無いと言っても過言ではない事になります。 

 

火災が起こる原因分析 さて、その消防白書に依れば、危険物施設での事故統計は右表の如くで

す。第 1 位が静電気火花で、以下、過熱着火、 

電気火花、高温表面熱と続いています。これら 

上位の 4 要因で全体の半数を超え、これに 6 位 

の摩擦熱を含めると、全体の 6 割に達しています。 

つまり、この事は作業従事者の視覚には直接映 

らない事が原因で火災が発生し、そして、事故は 

必ずしも電気設備や配線と云った電気系統に 

限らず、摩擦や衝撃等の物理的機械的要因に 

依っても火災が起きている事を示しています。 

事実、火災は電気部品だけでなく非電気部品に 

於いても関係する事が少なくない事から、海外で 

はその対策が急がれており、例えば、欧州では 

ISO/IEC の国際プロジェクトである ISO/IEC60079 シリーズを欧州規格である EN 規格として定め、

非電気機器についても防爆(含む防火災)規格を設けて規制する動きが既に 2003 年から始まって

います。 
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国際安全規格及び国際防爆規格  日刊工業新聞社発行の『防爆電気機器の安全設計とエンジ

ニアリング』に依れば、安全に関する国際規格は ISO/IEC Guide51（安全側面-規格への導入指針）

に従って規格化され整備されつつあります。そして、その安全国際規格 ISO/IEC Guide51 は、製

品自体が持つ防爆性能だけでなく、設置される環境や使用条件等のプロセス、及び、メンテナンス

ケアサービスの次元とに分けて、発生するリスクを低減させる方策を個々に規定しており、その方

策は 1)基本安全規格、2）グループ安全規格、3)製品安全規格の範疇に依って構成され、規格化

されていると同本は解説しています。 

さて、この“防爆電気機器”に関する国際規格ですが、これは上に述べたグループ安全規格の中

の“電気”に関する安全規格の一つに属し、電気および電子技術分野の国際規格を制定する IEC

（International Electro-technical Commission）が防爆電気機器についての安全規格を 30 以上の

規格で構成したもので、“IEC60079 シリーズ”と呼ばれています。この規格は、『ガス、引火性液体

の蒸気ミストあるいは可燃性粉塵などの爆発性雰囲気の中で使用する電気装置に関する国際規

格』で、これらの規格は、『防爆電気機器の設計要件だけでなく、機器の設置/エンジニアリングか

ら点検・保守・修理・整備に至るライフサイクル全体をカバーするとともに、設置環境条件である爆

発性雰囲気や危険区域、及び、それに対応した防爆機器の保護レベルに対するアセスメントまで

網羅している。さらに、機器の評価や製造品質監査に対しては、IEC の適合性評価システムである

IECEx システムが分担することで、防爆電気機器の安全性を認証する仕組みをとっている。』とある

ように、まさに階層的に体系化され制定されており、又、各電気機器のついての認証システムが設

けられていて、認証製品を使用する事がユーザーに義務付けされている事が特徴です。 

 

防爆に関する IEC 規格、EN 規格及び JIS 規格 爆発性雰囲気環境で使用する電気機器につい

ては、各国の安全規格の違いが技術的障壁になるだけでなく安全化の取り組みを遅らせないよう、

統一された国際規格に収斂していくと云うグローバリゼーションの潮流の中、日本では世界規格

IEC60079 シリーズの中の主要な規格を翻訳する形で、順次、JIS 規格化されつつあります。しかし、

日本では IEC 規格導入以前から労働安全衛生法及びその関連法が制定運用されてきた経過が

あります。従って、日本の JIS C 60079-各番は、ほとんど IEC 規格の内容に合致している一方で、

国内労働安全衛生法との兼ね合いから、両規格の併用を認めつつも、危険分類などは既定 JIS を

そのまま適応するなど完全な整合化には至っていないと同本は指摘しています。そして、日本の爆

発災害防止の対策は、国際規格とのギャップがまだまだ大きく、日本の取り組みが世界に追いつ

いていない事に警鐘を鳴らしています。そして、既に見た様に、こうした安全防爆の規格化につい

ては欧州が先行している事から、欧州が EN 規格として制定したものを IEC がそれを参照して IEC

規格として追認している場合が多く、欧州の EN 規格の動向の注視が重要としています。つまり、そ

の欧州への動向の注視の要とは、具体的には、これまでは別々に扱われていたガス・蒸気防爆と

粉塵防爆の規格の統合や、機械的な摩擦や衝撃に対する非電気機器防爆 

の規格化への取り組み及び具体化等を指しています。 

 

爆発/火災のメカニズム分析とその防止 冒頭で消防白書の集計 

を紹介しましたが、そうした事故を無くす具体的な方途として、 

何故爆発が起こるのかのメカニズム分析を通し、その要因を除去 

或いは回避すれば事故は無くなるとの視点から、IEC 防爆機器 

規格は作られています。すなわち、爆発は右図のように、『可燃性 
『防爆電気機器の安全設計と 
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物質である可燃性ガスや引火性液体の蒸気(以下可燃性ガス蒸気)及び可燃性粉塵などが、空気

とある範囲内の比率で混合したとき爆発性雰囲気が生成され、同時に、電気火花や高温部など 

による着火源と共存したとき、火災あるいは爆発が発生する。』ので、『爆発を生じさせないために

は、爆発性雰囲気の生成を抑制するか、着火減の無効化や共存を避けることが必要になる。』 と

の認識から、こうした事態の回避が事故を起こさないキー要素となります。従って、可燃性ガス蒸気

の場合は、空気中に含まれる酸素と混合しないように注意する事 

が事故回避への具体的対策となりますが、他方、粉塵爆発に 

ついては、この三要素で燃焼には至っても爆発にならず、爆発は 

可燃性粉塵が空気中に浮遊して分散する粉塵雲が生成され、 

この雲の粉塵濃度が爆発上下濃度範囲内の時、着火源の共存で 

発火或いは爆発するとし、更に、建物内等の空間的に封じ込め 

られた状態に於いて、発火で空間内の圧力が上昇して爆発が 

起こるとして、右図のような 5 要素が粉塵爆発のキー要素として 

います。 

 

可燃性物質及び支援性ガス 爆発や火災の原因となる可燃性物質について、同本は、可燃性/引

火性ガス、可燃性/引火性エアゾール、高圧ガス、引火性液体、可燃性固体、水反応可燃性化学

品等を指摘し、可燃性ガスの具体例としてガソリン、プロパン、水素、一酸化炭素等をあげています。

尚、引火性液体とは引火点が 93℃以下の液体を指し、我々が不断に使用する灯油や軽油はその

分類に属します。次に、可燃性固体に属する爆燃性粉塵については、アルミニウム粉、マグネシウ

ム等が代表的な物質と同本はあげ、可燃性粉塵については導電性のある物質と非伝導性の物質

があり、導電性のある物質としては鉄、石炭、亜鉛、コークス、カーボンブラック等があり、非導電性

の物質については、硫黄、米ぬか、リグニンを含む木粉[チップ]、小麦、トウモロコシ、砂糖、ゴム、

染料、ポリエチレン/フェノール樹脂等を代表例としてあげています。尚、支援性ガスとは聞きなれ

ない名称ですが、これは可燃性物質の発火、又は燃焼を助けるガスの事を云い、酸素以外に、塩

素、フッ素、一酸化窒素等があり、加熱や直射日光が加わったりして爆発性雰囲気の生成を誘引

するガスの事を指すとあります。 

 ところで、燃焼に関する用語、即ち、発火・引火・着火・点火・燃焼と 

云った単語に接するとその使い分けに戸惑いますが、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

『発火点と引火点の違い』に依れば、発火点は「点火源が無くても 

自ら発火する最低の温度」の事を云い、燃焼点は「燃焼が継続する 

のに必要な最低の温度」の事で、引火点は「点火源を近づけた時に 

着火して燃焼する最低の温度」の事を云うとあり明瞭です。これから、 

引火点と着火点は同義な事が判りますし、又、発火点は当然ながら 

引火点より温度が高く、例えばガソリンの引火点はマイナス 43℃ですが発火点は 246℃となります。 

 

ベルトコンベヤの搬送物 さて、物を決められた地点 A から決められた地点 B に大量に合理的に

移送するにあたっては、ベルトコンベヤはトラック等より最も経済的な移送手段で、身近な所で様々

に使われています。原材料は、採取地で、港湾で、備蓄/配送センターで、ベルトコンベヤに載っ

て運ばれます。工場に着いた各原材料は、例えば、製鉄所では鉄鉱石や石炭や石灰石が、火力

発電所では石炭が、製紙工場では木材チップが、そしてリサイクル・プラントではプラスチック樹脂

『同本』ﾖﾘ転載 

『発火点と引火点の違い』ﾖﾘ転載 
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やゴム片がベルトコンベヤを介して日々運ばれ、原材料は資源として使われて現代社会に貢献し

ています。そうした原材料は、中には小麦のように箱詰め、或いは袋詰めにされて運ばれる場合も

ありますが、その多くは“バラ物 (Bulk)”の状態で、”バラバラの裸“の状態で運ばれます。 

さて、この“バラ物”には“バラ物”と呼ばれるに値するもう一つの特徴があります。それは、原材料の

段階から使用されるに適した段階に至るまで、品物の 塊
か い

（固まりの形状）が必ずと言ってよいほど

に一定では無い事です。例えば、石炭は大きな塊から小さな塊まで様々で不揃いですし、一品種

のトウモロコシでも大きさは粒状から粉状まで程度が異なっており、そして、それらの品々は、物性

の性質上、生産場所に於いて、搬送途中に於いて、消費される場所に於いて、必ずと言ってよい

ほどに微粉が発生します。まさに、こうした大小さまざまの“バラ物”を運ぶのに適した移送手段が

ベルトコンベヤと云えます。 

 

粉塵と不可避のベルトコンベヤ さて、形状がさまざまであれ、ベルトコンベヤの上に載ったバラ物

が A 地点から B 地点にきれいに落ちこぼれなく全部が移送されればよいのですが、ベルトコンベ

ヤは速度を持って搬送しているので、自ずとベルト上のバラ物がコンベヤ周りに落ちてコンベヤフ

レームに付いたりするのがベルトコンベヤの“宿命”です。風が舞ったり、片荷状態が生じてベルト

蛇行が起こったりすると尚更で、毎日高圧洗浄等を行う食品工場の場合を除いて、普通のベルトコ

ンベヤに於いては、粉塵が付いてないコンベヤは無いと言ってよいほどにベルトコンベヤに粉塵は

付き物です。又、ベルトコンベヤが屋内施設にあれば、粉塵の水分は蒸発し乾燥して燃えやすくな

りますから粉塵の滞留そしてその放置は燃焼源の放置を意味し、火災が起こる事をわざわざ誘引

していること以外の何物でもない事になります。 

他方、『労働安全衛生規則』は、厚生労働省が 1977 年(昭和 47 年)に労働に際しての安全衛生の

基準を定めた規則ですが、ベルトコンベヤについては、逆転防止装置を設けたり、非常停止装置

を付けたりすると云った事の他、荷の落下を防ぐ為に覆いや囲いを設けるよう定めています。従っ

て、ベルトコンベヤには“雨カバー”等の安全囲いが通常設けられており、従って、ベルトコンベヤ

の粉塵付着状態を目視で確認する事が容易かどうかと問われれば、残念ながらそうなっていない

現場が多いのが現実です。更に、ベルトコンベヤが高所や難所に設けられていれば点検が出来に

くい条件が重なりますが、そうした所が少なくないのも、又、現実です。そして、労働安全衛生規則

が定める覆いや囲いのチェックと云った機械設備の日常点検は行われているのですが、可燃物を

搬送するコンベヤを使用している所で、そのチェック項目の中に粉塵状況の確認が点検項目に入

っていない所が少なくないのではと思われ、又、推奨“点検マニュアル本”に粉塵状況如何に関す

る点検項目が入っていない本が見うけられる事が気になります。 

 

摩擦力を介して動くベルトコンベヤの発熱 更に、こうした粉塵が不可避なコンベヤ特性に加えて、

防災を考える上で無視できない事は、ベルトは常に“緊張をもって張られている”と云うベルトコン

ベヤの設備特性です。つまり、ベルト上の搬送物を運ぶ為に、モーターの駆動力をベルトに摩擦

力をもって伝える構造特性から、空回りする事無く伝達力を伝えるには強い摩擦力でベルトを引っ

張る事が必要で、又、それは、駆動プーリやテールプーリ等とベルトの間でも、ベルトの下で搬送

負荷を支えるローラとベルト間でも、摩擦力を介して荷を搬送しているのがベルトコンベヤです。従

って、コンベヤがひとたび稼働すれば、ベルトコンベヤ全体に於いて接触摩擦が発生する訳です

が、この接触摩擦の発生は熱の発生を意味します。この摩擦熱とコンベヤ周りにある粉塵の状況

如何に依っては、極端に云えば、いつ火災が発生してもおかしくない事になります。そして、特に
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留意しなくてはならないのは、冒頭の消防白書での危険物施設での事故報告統計をみたように、

摩擦が発生する事に依って生じる過熱及び表面温度熱の上昇に依る事故件数以上に、静電気火

花や電気火花と云った電気のスパーク等に依る事故件数が意外に多いと云う 

事実です。と云うのは、ベルトコンベヤに於いても、過度の摩擦から、或いは、 

摩擦発生に伴う 2 次的誘因から、静電気火花及び電気火花が起きないとは 

云えないからです。例えば、右写真が示す様に、搬送物塊がローラとスタンド 

の間に落ちてローラ回転を止めるブレーキとなるのはままある事ですが、こう 

した場合に限らず、ベルトの蛇行でベルト端がコンベヤフレームに接触する 

とかで過度の摩擦熱及び静電気火花が発生すると云った事は日常起こり 

得ない話ではありません。 

 

欧州 ATEX（Atmospheres Explosions）認証と EX (IEC 規格適合)マーク  さて、IEC60079-0(総則)

では、下記のような使用環境をグループ分けして、メーカーが防爆電気機器を設計する際にそれ

ぞれの環境に対応した製品を製品化出来るように促しています。と云うのは、炭鉱で使用する防爆

電気機器は、普通の工場で使用される製品と異なり、構造的に頑丈でなくてはならないからですが、

又、他方、そうした高付加価値仕様は必要ない現場もあるからです。従って、EC は個々の具体的

使用環境は千差万別なので、実際の使用環境が以下のどれかに属する場合は、その環境に適応

した防爆電気機器をユーザーに義務付ける事で災害の防止を図ろうとしています。 

 

 

 

 

 

 

 そして、安全防爆の規格化に於いて先行している欧州について、同本は、、、 

『防爆機器指令である ATEX 95 Equipment Directive 94/9/EC、及び、防爆事業所 

指令である ATEX 137 Workplace Directive 99/92/EC に依って、2003 年 7 月以降、 

防爆指令が強制適応となり、Directive 94/9/EC の認証機関である認証を取得した 

もの以外、欧州域内での流通あるいは使用ができなくなっている。なお、非電気機器 

についても、EN 13463 シリーズにより既に規格化されており、機器の認証も行われて 

いる。』と指摘しているように、電気機器だけでなく、非電気機器についても定め、当該環境条件下

では認証製品しか使えないように定めている事は先に述べた通りですが、その適合規格製品には

EX マークと共に Manufacturer Certificate(製造者証明書)が与えられる仕組みにして安全化を具

現化しています。 

 

ベルトコンベヤ用ローラに見る欧州での防災の有り様 では、欧州での ATEX 製品の具体的有り

様がどのようなものかを、弊社が販売するラルメカ製のベルトコンベヤ用ローラ：PSV ローラを通して

見てみます。この PSV ローラは日本ではまだまだ知られていませんが世界で No.1 のマーケットシ

ェアを持つラルメカの主力製品で、海外では長寿命で摩擦回転係数が低く軽快に回るローラとし

てユーザーに定評があるローラで、次ページの各 ATEX 認証を取得しており、炭鉱の他、爆発性

ガス/粉塵が生じる等の各環境での使用が認められている製品です。この PSV ローラの製造者証

『防爆電気機器の安全設計とｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ』ﾖﾘ転載 
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明書には、1) 静電気を帯電しない構造の製品のみが ATEX 認証品となる 

事が前述されて、PSV ローラが静電気を帯びない製品である事が明記され 

ていると共に、2) PSV ローラの温度が IEC 規格に定義されている“製品の 

Max 表面温度” の中で最も低い温度帯である T6 クラスに属する温度、 

即ち、85℃を越えない認証製品である事が明記され、3) 温度に依る 

爆発/可燃リスクに対する内在的安全性が認証されている事から、故に、 

4)ユーザーはそれぞれの該当環境下での適正ローラを選択して使用遵守する旨が述べてあります。 

 

  PSV ローラが使用適合環境として認証された各環境グレード 

EX GⅠM2 爆発性坑内ガス/粉塵が存在する炭鉱で、メタン等の爆発性ガスがある恐れのある場所に於い

て、使用しても防災上安全な製品との認証 

EX GⅡ2G 

及び、２D 

炭鉱では無いが爆発性坑内ガス/粉塵の雰囲気環境で、稼働時に爆発性ガス/粉塵が断続的

に存在している恐れのある場所に於いて、使用しても防災上安全な製品との認証 

EX GⅡ3G

及び、3D 

炭鉱では無いが爆発性坑内ガス/粉塵の雰囲気環境で、稼働時に爆発性ガス/粉塵が通常発

生しないが時折発生する恐れのある場所に於いて、使用しても防災上安全な製品との認証 

 

 以上、欧州事例を見たように、防爆(防火災 

)関連規格である IEC 60079 シリーズは、IEC 

Ex システムが認めた認証機関が行う機器認証 

を発行し、メーカーはその取得をもって販売し、 

ユーザーはそれぞれの該当環境下での適正 

製品を使用する事で防災が有機的に機能する 

しくみになっているのですが、他方日本の場合、 

IECEｘには加盟していますが、IECEｘシステム 

が認めた認証機関（Certification Body）、及び、試験期間(Test Laboratory)が日本国内に無いと云

う現状があり、認証を取得するには海外の認証機関に申請するしかないと云う残念な日本の遅れ

た現状を前掲本が指摘している事は前述の通りです。 

 

ローラから見たベルトコンベヤの火災事故を無くす取組 同本が指摘するように、ＩＥＣ60079 シリー

ズを既定の安全規格にすり合わせつつ順次ＪＩＳ化している日本の行政の手堅い姿勢には歯がゆ

いものがありますが、ベルトコンベヤ事故が毎年繰り返されている日本の現状を見れば、防災の観

点から速やかに完全ＪＩＳ化し、認証を受けた電気機器/非電気機器を使う事を含めた防災施策の

実施が事故を減らす事に繋がると考えるのは私だけでは無いと思います。 

  ところで、日本に於いては、ベルトコンベヤの火災事故を起こさないローラに関する考え方として、

ローラ構成部品をすべて鉄製にして燃えない構造にする事が火災事故を防止すると云う考え方が

あるように聞き覚えます。つまり、ローラを構成する材料に燃えない材料を使用する以上ローラは燃

えないから防災上最善であるとの考え方があるようなのですが、これは一見論理的なようですが、こ

れまで見てきた事から云えば、首をかしげざるを得ない片寄った考え方です。と云うのは、すべて

の構成部品が鉄製なので静電気を逃がす構造になっているとしても、肝心のローラ寿命が短けれ

ば防災上最善なローラとは云えないからです。何故なら、ローラの寿命はベアリング保護が充分か

どうかのローラ内部構造如何に大きく依存し、それは防塵防水性の要素やベアリングへの衝撃負
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荷をどう吸収し抑えてあるかと云った要素等が内部構造の設計に織り込まれているかどうかですが、

その防塵防水性の楯となるシールに鉄鋼板製ラビリンスシールを使用すれば、材質上、隙間の大

きいシール構造にならざるをえない事から、その隙間からの粉塵や水の浸入をゆるす事になり、結

果として、ローラの寿命は短くなるからです。尚、寿命が短いローラが、回転不良を起こし過度の摩

擦を生じ、熱を発生させ火花を生じる頻度が高いローラである事を意味する事は云うまでもありま

せん。 

 

右図は“ローラの一生”を図化したものです。 

ご承知のようにローラは消耗品で、ベアリング 

が正常回転している時は低温で滑らかに回り 

続けます。しかし、搬送負荷を支えつつ月日 

が経つ中で粉塵や水がベアリング内に徐々に入りだすと、劣化及び損傷が始まり回転は徐々に滞

りだします。そして、その症状は日増しに重くなり、摩擦を生じてブレーキ症状を呈し、熱を発生す

る回転不良を引き起こし、最後にはローラは回らなくなって停止します。この状態の程度と期間は

個々のローラに依って異なりますが、この回転不良状態は摩擦熱を発生させ、状況に依っては静

電気火花を招きますから、まさに火災を誘引する不安全状態で、この状態を無くす事が安全化に

第一義に直結するはずです。とすれば、ベルトコンベヤの安全化を志向するなら、ベアリング寿命

を長く保つローラが下図のように回転不良状態が少ないのですから、ローラ寿命の長いローラを選

択する事が、コンベヤの安全に最も寄与する方策です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、もう 1 歩踏み込んで、ATEX 認可等の防災認証を受けたローラに切り替えれば、可燃性物質

を搬送するベルトコンベヤに於いて火災(爆発)はなくなるのでしょうか。それは、云うまでもなく否で

す。防災認証ローラの設置は、ローラ自体の防災グレードUPを意味するものであっても、その他の

コンベヤ構成要素であるベルト・プーリ・ベルトクリーナー等を介して引き起こされる火災(爆発)にま

でカバーするものではありません。又、ローラを含むコンベヤ各機器部品を安全グレード仕様にし

て正常に作動させていても、肝心の可燃性物質がコンベヤの周りに滞留放置されてあれば、依然、

火災(爆発)の危険性と隣り合わせです。従って、摩擦熱・静電気発火を生じないコンベヤ環境に努

めると共に、可燃性微粉塵をコンベヤ周りに極力滞留させない/発生させないコンベヤ状況を心掛

け、蛇行を生じない稼働状況を希求し、コンベヤ設計段階での配慮を含めて、防災(火災)対策が

肝要です。 

 

結びにかえて ベルトコンベヤは日本のどこかで可燃物原材料を日夜運んでいると言ってもよい搬

送手段です。伊東電機販売㈱のホームページには可燃性物質の発火点を記した資料が:『防爆関

連資料』として掲載してありますが、これを見ると表に記載されている原材料のほとんどがベルトコ
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ンベヤを介して運ばれている事がわかります。従って、可燃物搬送ベルトコンベヤの日次・月次・年

次点検に於いて、ベルトの蛇行を放置してベルトがコンベヤフレームに接触している状態を 見逃
み の が

したり、或いは、回転しなくなったローラが 擦
こ す

れている状態をそのままにしたり、或いは、コンベヤ

の周りに 埃
ほこり

が滞留している状態を放置したりしている事があるとすれば、まさにそれは災害と隣り

合わせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の危険行為である事は繰り返すまでもありません。そして、フォークリフトのオーバーホールや点検

を年次毎に行っているように、コンベヤ機器構成部品であるベルトやローラも機械(部品)寿命に立

脚した、後追いでは無く、先詰めした予防の観点に立って点検を行う事があっていいはずです。例

えば、ローラは傷んだものを取り換えるのではなく一定年次をもって更新している会社を知っていま

すが、こうした事等を含めて災害予防の発想からトータルな防災対策を施す事もベルトコンベヤ災

害を少なくしていく方途の一つですし、ATEX 認証のような防災認証製品をコンベヤに使用する事

も重要な防災対策と考えます。 

そして、JIS C 60079 シリーズを国際規格である IEC60079 シリーズに見合う形に早急に整備し、欧

州の ATEXのような認証機関を日本に設置する事も日本の産業災害を少なくしていく重要なステッ

プで実際的な急務と考えます。 

 
 
追記 尚、ラルメカはベルトコンベヤローラだけでなく、モータープーリも製造販売しており、モータ

プーリも ATEX 認証を取得しています。その認証グレード 

は EX Ⅱ 3 D 135℃ で、オプション仕様で提供しています。 

この記号がどんな防爆製品であるかを示しているかと云えば、 

『EX』は IEC 規格適合製品である事を意味し、『Ⅱ』は“炭鉱 

では無い爆発性ガス雰囲気での使用が OK“の製品で、『3 D』 

は当モータープーリの適合使用環境は“発火温度が 200℃を 

越えて 300℃以下の爆発性粉塵が時折発生する恐れがある 

環境での使用が OK“の 160℃以上の熱を生じないモータープーリで、『135℃』は当該モータープ

ーリの外表面温度が”135℃以上の外表面温度にならない製品”と ATEX 認証機関で認証された

事を示している表示です。こうした駆動装置を採用する事もベルトコンベヤの安全化に直結すると

信じ、ここに併せてご紹介させていただきます。 

 

[㈱バルクワールドはラルメカ日本総代理店です。]  

伊東電機販売㈱ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ : 『防爆関連資料』ﾖﾘ転載 
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下記指令に適合した事を証す製造証明書 

(“ATEX”94/9/CE(防爆機器)指令, 8 箇条, 3 項に依る) 

イタリア・ベルガモ市・アルメ 24011 に在る、当社ラルメカ(Rulli Rulmeca S.p.A.) は、下記の該当製品を製造している事を表明します。 

- ラルメカ社の各タイプのローラ PSV, PS, MPS, MPR, PLF/20*, RTL* 

＊ATEX 認証では静電気を帯びない事が要求されており＊印ローラはオプション対応で静電気を帯電しない仕様でお届けします 

- ローラを保持する架台 

- ガーランドセット(吊下キャリアセット), 通常型 及び Valmec ® タイプ 

- 溶接プーリ 

上記各製品は“ATEX” 94/9/CE 防爆指令及びイタリア D.P.R. 126/98 の基準に準拠して製造されており、イタリア認証局に

於いて下記テクニカルファイル証書番号で認証登録されています 

次に、EC 指令に於いて示されているどの認証に弊社各製品の”コンポーネント”が適合しているかを示します 

1/2 

グループⅠ、カテゴリー M2 (鉱山) 

グループⅡ、カテゴリー 3G (ガス)及び 3D (粉塵) 

グループⅡ、カテゴリー2G (ガス)及び 2D (粉塵) 

温度区分＊＊：T85℃(粉塵)及び T6 (ガス) 

番丁が小さい T1 から T5 が示す温度域(450℃<AT<85℃) にも合致します 
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2/2 

製造者ラルメカ社が明示した指令の遵守事項に沿って取り付け使用する範囲に於いて、これらの製品はコンベヤ機器に取り付ける

事ができ、Z1,Z2 (ガス) 及び Z21,Z22(粉塵)基準の爆発リスクのある所にも取り付け使用出来ます 

下記指令に適合した事を証す製造証明書 

(“ATEX”94/9/CE(防爆機器)指令, 8 箇条, 3 項に依る) 

**この温度クラスは、コンベヤの雰囲気温度が Max40℃にならないコンベヤに於いて、通常稼働で、ローラ/プーリの表面温度が Max で

その温度にしかならない事を示す温度指標です。温度爆発リスクに対する内在的安全性を“温度指標”として示すものです。 

アルメ(ベルガモ市, 伊 ) 

ルゥリィ ラルメカ 社 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


