
人と資産の安全
サービスプロバイダは、企業の安全リスク削減、規格への準拠、 
および生産性の向上をお手伝いします。
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安全と生産性 : 成功するパートナ企業
産業安全プログラムは、3つの主要な目的の達成に努める必要があります。

• 機械、プロセス、および電気安全リスクからの人員の保護を支援する

• 法規制の遵守を達成しつつ、遵守に付随するコストを削減する

• 可能な限り優れた運用性をサポートし、生産性を向上する

これらの目標を達成するにあたって大きな障害となるのは、それぞれの 
役割を担う作業員の安全に対する考え方が異なっている場合が多いという
ことです。例えば、安全の専門家は作業員の保護や安全規格の準拠に関心
がありますが、運用の専門家は生産性を阻害する安全について憂慮してい
ます。

しかし、研究によって安全と生産性は調和を保ちながら両立できるだけで 
なく、双方が強化されることが明らかになっています。連結業績評価が 
上位 20%に位置するクラス最高の製造メーカは、業界平均の製造メーカ 
よりも以下の点で優れていると判定されました。2

1 Safety and Health at Work (国際労働機関 ) (2017年 )
2 Integrated Safety Systems (アバディーングループ ) (2011年 )

15秒ごとに153名の作業員が 
労働災害の犠牲になっています。1

これらの上位製造メーカでは、安全の中核をなす3つの柱として分類される、
共通のベストプラクティスを実践しています。

クラス最高レベルの製造メーカとなるには、この 3つの領域それぞれで 
優れていることが求められます。多くの場合、これらは安全サービス 
プロバイダのサポートと専門知識を頼らなければ実現できません。

文化 (行動 ) 規格への準拠
(手順 )

資本 (技術 )

OEEの向上 予期しない 
ダウンタイムが減少

未満の負傷率
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安全サービスの役割
安全に関するあらゆるニーズに応えられる、完全な専門知識や能力を社内に
保有している企業は多くありません。多くの企業が、作業員への 
安全トレーニングの提供や安全システム設計の検証など、産業安全サービス
プロバイダからある程度のサポートを受けています。

また、固有の安全関連の課題に対する支援を安全プロバイダから受けている 
企業も数多くあります。これには、スキル不足に対応する、または ISO 13849や 
IEC 62061などの主要な安全規格をグローバルな運用に適用する際に役立つ
重要な安全機能の維持が含まれることもあります。

安全サービスはこれらの企業ニーズを満たすだけでなく、以下の分野のプロセス、 
能力、およびテクノロジを改善することでクラス最高のパフォーマンスの実現も
可能にします。

1 Supplier Provided Automation Services (ARCアドバイザリグループ ) (2015年 )

ロックアウト/タグアウト
プロセスでの 
作業効率の向上18%

アドオンマシン 
安全ソリューションの 
コスト削減15%

年次ロックアウト/ 
タグアウト監査時間の 
短縮

最大 

85%

機械安全危険な 
エネルギーの制御
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危険なエネルギーの制御
ロックアウト/タグアウト (LOTO)サービスは、企業の規格に準拠した、 
安全で生産性の高いロックアウト/タグアウトプロセスの構築を実現します。

ロックアウト /タグアウトのグラフィックを使用した手順は絶縁ポイントが
どこにあるかを正確に示し、ロックアウト/タグアウトの方法および手順を 
よりユーザフレンドリなフォーマットで提供します。グラフィックベースの 
手順により、テキストベースの手順に従うよりも最大で 40%もスピード 
アップし、作業員の合計利用効率が最大で 18%向上します。また、ロック
アウト/タグアウトプロセス中のエラーの減少にも役立ちます。

ロックアウト /タグアウトトレーニングは、企業が既存のポリシーを変更し
た後、または新しいロックアウト/タグアウト手順フォーマットを導入した後、
認定され、影響を受ける従業員に対して実施されます。

年次監査は、現在の手順に逸脱や不備があるかどうかを特定するものです。
定期的な監査により、雇用者側は事故に至る前に不備を是正することが 
できます。

ポリシーサービスには、従業員が明確に理解し簡単に実装できるように 
するための、ロックアウト/タグアウトポリシーの見直しまたは作成が含まれ
ます。

デバイス推奨サービスにより、ロックアウト/タグアウトデバイスが手順と
一貫しているかどうかを確認できます。推奨事項には、使用頻度、従業員数、
既存のデバイスストック数などの要素が考慮されます。

ロックアウト /タグアウト・データベース・ソフトウェアは、サイト間で 
ロックアウト/タグアウト手順を追跡します。これにより、企業はOEE向上の 
ための傾向を確認し、従業員が適切にロックアウト/タグアウトを使用して
いるかどうかを検証できます。また、年次ロックアウト/タグアウト監査に 
必要な時間を最大で 85%短縮できます。

企業によるロックアウト/タグアウト 
プログラムの規格化と生産性の向上
規格化されたロックアウト /タグアウトプログラムを 
持たない宅配便の企業が、規格化されたプロセスと 
複数の施設をまたいだレポート体制を実装したいと 
考えました。

この企業が協力を求めたサービスプロバイダは、 
ロックアウト /タグアウト管理ソフトウェアツールを 
各施設に実装しました。

このソフトウェア実装により、すべての施設で 
規格化されたロックアウト /タグアウトプログラムが 
構築され、生産性が 13%向上しました。安全および 
運用のリーダはこのソフトウェアを使用して、 
すべての拠点のロックアウト /タグアウトプログラムの
ステータスをモニタし、ロックアウト /タグアウトに 
由来するダウンタイムを確認できるようにもなりました。
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機械安全
機械安全サービスは、IEC 61508および 62061で定められた機能安全ライフ 
サイクルの 5つすべての段階をサポートし、簡略化します。

1  
リスクの特定および評価

サービスプロバイダが実施するリスクアセスメントと規格準拠のための 
監査により、企業は運用に潜む機械安全のリスクを理解することが 
できます。サービス全体には、以下が含まれます。

  1. 適合性監査

  2. 機械のリスクアセスメント

  3. チームベースのリスクアセスメント

  4. 企業の安全プログラム開発 

2  
リスク軽減のための手順の特定

監査や評価が完了すると、その結果を使用してサービスプロバイダは 
明らかとなったリスクを軽減するための要件仕様を定義できます。 
このプロセスでは、すべての動作モードだけでなく、すべての機械の 
操作も考慮します。

要件仕様を定義することで、安全サービスプロバイダはリスク緩和策を 
提示しながら企業に指針を示すこともできます。

安全ライフサイクルを通した進歩を 
支援
ソフトウェアツールは、安全ライフサイクルを通して 
企業の前進を容易にする上で有効です。

Safety Automation Builderとリスク・アセスメント・
ソフトウェア (RASWin)はその一例です。これにより、
企業は評価や機能要件から、安全システムの設計、 
確認機能、および検証機能に至るまで、すべてを 
管理できるようになります。

このツールはプロセスおよび機械検証の各ステップか
らの情報を整理し、ライフサイクルの各ステップを 
リンクさせてシステム障害を回避します。また、
ISO 13849-1に基づいた必要とされる安全遂行レベル
(PL)を達成するための製品選択や、すべての安全機能
を分析するためのSISTEMAプロジェクトの作成も支援
します。
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機械安全 (続き )
3  

設計と検証

サービスプロバイダはソフトウェアおよびプログラミングの要件を満たして
いるかを検証し、適切なコンポーネントを使用していることを確認するため
に、安全システムの設計をレビューします。また、プロバイダは回路分析を
実行し、SISTEMA検証して設計が要件を満たしているかを確認することも
できます。

4  
設置と検証

検証の計画および実行により、定義された要件を機械が満たして動作してい
るか、および規格に準拠しているかを確認できます。サービスプロバイダは、
検証テストおよびプロセス全体の文書化を支援するために専門家を現場に
派遣することができます。

5  
保守および改善

機械またはラインが運用状態になると、サービスプロバイダはお客様が 
ライフサイクルを通して安全システムを維持できるよう支援します。長期 
サポートサービスには、定期的な機械安全検証サービス、年次または継続的
な健全性チェック、および適合監査などが含まれます。

トレーニング

安全プログラムを拡張するために、サービスプロバイダは機能安全の専門家 
向けトレーニングを技術者やエンジニアの方を対象に提供しています。世界で 
最も権威のある産業安全認証機関の１つであるTÜV Rheinlandのトレーニン
グを提供できるサービスプロバイダにご期待ください。その他のオプションと
して、従業員のスキルセットに合わせてトレーニングをカスタマイズすることが
できます。

サービスプロバイダはプラント全体に 
わたる機械安全の標準化を支援します
ある事業会社は、安全システムを搭載していない 
老朽化した機械を複数の拠点で所有していました。

この会社は、機械の安全遂行の向上と、プラント 
スタッフの新しい安全システムと方法についての 
トレーニングを安全サービスプロバイダに依頼しました。

このサービスプロバイダはすべての拠点の機械に 
対して、標準化されたリスクアセスメントの実行、 
一貫した緩和戦略の策定、新しい安全ソリューションの
実装、および繰返し可能な検証を行ないました。 
トレーニング中、作業員はサービスプロバイダに 
付き添われてプロジェクトを遂行しました。

プロジェクト完了後、評価時に特定されたリスクに 
基づいて、完全に動作する高性能な安全システムが 
設置されました。この安全システムはすべての拠点で
一貫し、規格化されたものであり、従業員は新しい 
システムについて習得しました。

6
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安全に対する新しいアプローチ
安全は事業遂行のコスト以上のものとなり得るという意識が高まっています。 
強固な安全文化、規格に準拠した安全手順、および最新の安全技術によって作業員を 
保護し、それが収益の増加に直結することをクラス最高の製造メーカは実証してい
ます。

ロックウェル・オートメーションは、このクラス最高の安全遂行レベル (PL)を実現すべく 
企業を支援できます。当社の産業安全サービスは、企業の従業員を危害から守り、
機器を最新の規格に準拠した状態に保つのをお手伝いするよう設計されています。 
それと同時に、当社は生産性を最適化しながら安全を向上させリスクを軽減する 
方法に積極的に焦点を絞り注力しています。

ロックウェル・オートメーションには 
TÜV Rheinlandの認定を受けた専門家が、
他のどの企業よりも多く在籍しています。」

– ARCアドバイザリグループ :  
Machine Safeguarding Solutions Global Market  

2015-2020 Report

“
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