
人と資産の安全サービス

規格の遵守。リスク低減。生産の最適化。



お客様の企業では労働安全についてどのような対策をとっていますか ?  
労働安全を整備することが、規格準拠要件への適合のみならず、 
リスク削減と生産性の最大化につながるという認識はお持ちですか ?
安全の確保を生産性向上の足かせや、事業遂行のコストとして認識する必要はもはやありません。シーム
レスな接続性や最新の制御技術の台頭によって、安全の確保は作業員やオペレータ、企業の収益にとって
メリットをもたらす強力なツールとなり得ます。

ロックウェル・オートメーションの人と資産の安全サービスは、これらのニーズにお応えします。当社は、 
お客様の従業員の保護、および最新の規格への準拠をお手伝いします。また、お客様と連携して安全を 
向上させ、リスクを削減しつつ、作業員と資産の生産性を最適化する方法を見出します。

総合的な安全サービス
当社の安全サービスは、危険なエネルギー制御、電気安全、および機械安全に対応します。これにより、
お客様の安全に対する投資を保護し、継続中のプログラムの整合性を確保します。

危険なエネルギー制御サービスは、さまざまな環境におけるロックアウト /タグアウト (LOTO) 
ソリューションを提供し、生産性を犠牲にすることなく従業員の安全を管理します。

電気安全サービスは、定期メンテナンスに対する予測計画の策定を支援し、アーク閃光や爆風の発生
につながる潜在的な状況を特定および緩和します。

機械安全サービスは、お客様のリスク評価、規格準拠の達成、および生産性向上の支援を主体として
います。
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危険なエネルギーの制御

当社の総合的なロックアウト/タグアウトサポートは、定期
メンテナンスの効率的な実施、およびすべての電気、機械、
空気圧、化学、油圧、熱機器の規格要件適合を支援します。

ロックアウト /タグアウト監査、サービス、およびトレーニ
ングにより、従業員の安全を積極的に管理しつつ、生産
性を最適化することが可能になります。
• 年次監査サポートにより、機器が変更されていない 
こと、およびロックアウト/タグアウトプロセスにおける
すべての手順がすぐに利用でき、かつ正確であること
を確認できます。

• ロックアウト /タグアウトサービスには、テキストベー
スの手順よりも迅速かつ簡単に使用できるグラフィッ
クによる安全手順の策定が含まれます。

• ロックアウト /タグアウトトレーニングは認定された 
関係者を対象としており、規格準拠の維持を支援し
ます。

電子ロックアウト /タグアウトプログラムは、お客様の 
ロックアウト/タグアウトプログラムの一部または全体を
デジタル化して最新に保ち、生産性向上を支援します。

例えば、紙ベースの手順をなくすことで、ドキュメント 
管理を改善できます。また、特に遠隔地の作業員や大規
模アプリケーションに携わる従業員にとっては、スマート
フォンやタブレットで手順を確認できれば時間を短縮でき
て便利です。

ロックアウト/タグアウトソフトウェアにより、メンテナンス
作業や施設全体でのロックアウト/タグアウト手順の使用
に関する情報を保存できます。これによって、従業員が
適切にロックアウト/タグアウトを使用しているかを確認
でき、生産性向上につながります。また、年次監査の 
時間を最大で 85%短縮できます。

ある企業はロックアウト/タグアウト 
プログラムを最新化して、ロックアウト/ 
タグアウトの平均時間を30分から8分に 
短縮しました。

これによって、1月当たり稼働時間が 12時間
増え、年間 50万ドル以上を節約しました。

「 多くの産業において、 
危険なエネルギーの制御不能が、 
重大事故の 10%を占めています。」

 – OSHA : Control of Hazardous Energy (Lockout/Tagout) (2017年 )



電気安全

ロックウェル・オートメーションの徹底したアーク閃光分
析およびサービスは、お客様が従業員の保護に関して情
報に基づいて判断を下せるように、どのような危険にさら
されているかを可視化することを目的としています。さら
に、当社のサービスによってお客様の機器を意図通りに
稼働させることが可能になります。

分析
当社はお客様の既存システム、変更された機器、または
新しい機器についてアーク閃光の調査を実施します。1 
これには、以下の利点があります。

リスク低減

• 当社エンジニアが保護装置協調 (PDC)調査や短絡電
流調査を含む、詳細なアーク閃光分析レポートを作成
します。

• 当社は、アーク閃光の危険を軽減し、過負荷の機器を
補正するための推奨事項、および保護デバイスの動作
改善に役立つデータを提供します。

能力の向上

• 当社が安全トレーニングを実施し、従業員や業者に対
して通電状態での作業を許可します。

文書記録の改善

• 当社が配線図を作成し、お客様の電気システムの正確
かつ最新のモデルを提供します。

法令遵守の達成

• 当社のサービスは、CSA Z462、IEEE-1584、および
NFPA 70Eの要件に適合する、またはそれ以上の基準
を満たすように設計されています。

改修
当社は、既存のアーク閃光調査のサービス更新や、以前
の調査の包括的なレビューを実施します。

保守
新規または既存のアーク閃光調査を対象とした年間保守
契約により、調査に影響を与えるあらゆるシステム変更
のモニタおよびメンテナンスが可能になります。

修正
お客様が許容されるリスクレベルを達成できるよう、当社
は変更が必要な機器を対象とした緩和ソリューションを
提供します。

年間約 2,000人の作業員が、 
アーク閃光によるケガの長期治療のため、 
火傷専門の医療機関に入院しています。

Arc Flash Prospectus, IEEE (2017年 )

1  低圧および高圧モータ・コントロール・センタ (MCC)製品群
では、より限定的な定型サービスも受けられます。



機械安全

ロックウェル・オートメーションの機械安全サービスは、機
能安全ライフサイクル全体を通してお客様のニーズを解
決します。当社はお客様の従業員保護、および法規制遵
守の達成、さらには生産性向上を支援します。

スケーラブルな安全評価は対象が 1台の機械であっても、
複雑なプラントであっても、いかなるレベルでのリスクを
特定して評価します。これにより、従業員の保護に関して、
多くの情報に基づいた判断を下すことができます。
• 適合監査 
では機械のハイレベルな分析を実施し、事前定義され
た属性について準拠しているか否かを割り出します。

• ガード評価は、危険源 (ハザード )やガードに関して早
急に実施すべき推奨事項を特定します。

• 基本安全評価は、当社の安全エンジニアまたはコンサ
ルタントが行ないます。これによって、安全向上のた
めの推奨事項が提示されます。

• チームによるリスクアセスメントには、基本安全評価
に加えて、特殊または重要な機械の詳細な分析が含ま
れるため、チームにとって知識を向上させるための良
い機会となります。

設計サービスは、総合的な安全システムの開発をサポー
トします。当社は、お客様の安全回路設計が特定の安全
遂行レベル (PL)に準拠しているかを調査し、人員保護の
ために安全デバイスが適切に適用されることを確認しま
す。また、危険源(ハザード)の削減に役立つ設計レビュー
も行ないます。

設置および検証サービスは、お客様の機械安全システム
が適切に設置され、定義されたパラメータおよび規格の
範囲内で動作しているかを検証します。また、適切な安
全製品、規格、および従業員のトレーニングによってお客
様の設置および検証プロセスをサポートすることも可能
です。

当社の設計の58%が 
より低コストのアプローチを推奨

1 評価

2 安全機能の要件と仕様 (SFRS)

3 設計および検証

4 設置および検証

5 保守および改善

規格の遵守 リスク低減 生産の 
最適化

安全ライフサイクル

危険源を評価
改善を優先

安全ライフサイクルアプローチ



統合およびスタートアップ 
サポートは、作業環境の安全を維持しながら、お客様の
機械生産性向上を目的としています。これらのサービス
には、以下が含まれます。
• 回路 /ロジック設計
• 設置
• アーク閃光の改善
• モータ・コントロール・センタのアーク閃光の 
アップグレード

規格準拠コンサルティングは、お客様の産業規格および
国際規格への準拠や、機能安全のためのシステム設計を
支援します。このような専門知識は、リスクアセスメント、
規格の認識、システムエンジニアリング、評価、および自
己認証を行なう上で重要です。

当社は以下のような規格準拠をサポートします。

• 機能安全 (ISO 13849-1および IEC 62061)
• ISO、ANSI、IEC、CE、OSHA、NFPA、および 

CSAへの準拠
• CE適合

当社の業界トップクラスのエキスパートが実施するトレー
ニングにより、作業員は現行の、または最新の産業規格
に関する知識を習得できます。 
また、安全コンポーネントの適用時期の例も紹介され
ます。 
トレーニングプログラムはお客様のニーズに正確に合わ
せてカスタマイズできます。お客様の施設でもお近くの
ロックウェル・オートメーション事業所でも受講可能です。
• 安全製品トレーニングでは、作業員に対して安全製品
の基礎と応用について教育します。

• 安全規格トレーニングでは、作業員が世界規格や地域、
およびローカルでの規格に関する知識を習得できます。

• TÜV認証トレーニングはTÜV Rheinlandの認可を受
けた、機能安全に関する現在のベストプラクティスに
ついての作業員向けトレーニングです。 「 ロックウェル・オートメーションは、機械安全

製品、サービス、およびeツールの最も完備
した製品を提供し、TÜV Rheinland認定を
取得した専門家をどの会社よりも多く雇用し
ています。」

ARCアドバイザリグループ : Machine Safeguarding 
Solutions Global Market 2015-2020 Report



お客様の成功事例

世界的なバッテリ製造メーカ

課題
• 200台以上の機械の安全ステータスが不明
• 予算 /優先順位付け

ロックウェル・オートメーションが提供した 
ソリューション
• 安全監査
• チームによるリスクアセスメント /危険源の評価
• 安全機能要件仕様 (SFRS)

成果
• すべての機械を評価
• 解決方法を提案
• お客様のスケジュールに合致

安全に投資したクラス最高の製造メーカは、OEE (総合
設備効率 )の 5～ 7%の上昇、予期しないダウンタイム
の 2～ 4%の減少を達成し、平均の負傷率を平均の 
半分以下に抑えることに成功しました。
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