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1　まえがき

近年，欧州が発端で機能安全や機械安全規格による新し

い考えの安全度の定量化，安全設計，安全認証，安全マ

ネージメントによって，コンポーネントやシステム全体の

安全を確保しようとする動きが活発化してきている。国内
では，それらの国際安全規格が既に JIS 化され，化学，石
油，鉄鋼，自動車，発電など各産業界での取組みが進んで

いる。

一方，富士電機の社会インフラに対する安全システムは，

高信頼度化技術や稼動率向上技術，センシング技術，診断
技術を中心に，その当時の先進的な考えの下に体系的に発
達してきた。これは，エネルギー分野などのシステムの故
障，誤動作が社会生活基盤を脅かす事態（電力供給の停止
など）を未然に防ぐためである。

富士電機の安全制御のスコープを図₁に示す。富士電機
が培ってきた安全技術を基盤とし，その上に新しい考え

の国際安全基準を融合させた技術を生かした安全制御ソ

リューションとして展開をしている。

フィールドセンサなどの安全コンポーネントや制御の

安全性を高めるシステム，それらを統合管理する IT によ

るトータルセーフティにより，現場全体の安全を守るソ

リューションの構築を目指す。

本稿では，安全の基盤技術の構成を示すとともに，スタ

ンダード化が促進される安全技術を概説して，富士電機の

安全への取組みの全容を具体例で示し，提供する安全制御
ソリューションの有効性を示す

⑴

。

2　安全制御の取組み

₂.₁　富士電機の安全基盤技術

富士電機は，エネルギー分野の電力設備の保護・制御シ

ステムなどに安全基盤技術を適用している。

富士電機の持つ，高信頼度化，センシング，診断・解析
技術などの安全の基盤技術は，その理論的研究も含めて独
自に発展させてきた。例えば，図₂に示すように災害など

による電気事故から電力設備を高速で保護するために高性
能なディジタルリレーが使われている。この安全に関する

基盤技術の特長を次に示す。

⒜　高速で検出量の成分を分析・選択可能な高性能セン

シング

⒝　一つの故障では誤動作しない高信頼のシステム構成
⒞　ハードウェアの故障率を低減・高寿命化させる技術
⒟　装置外の機器故障まで診断する広範囲な自動監視
⒠　一過性故障の過剰検出を防ぐ稼動率の向上技術
⒡　操作ガイドや事故データの解析などの保守支援技術
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Safety Control Solution that Protects Onsite Safety

機能安全や機械安全の国際規格化を受け，国内の規格化や安全の取組みが活発化している。富士電機は，この国際的な

安全基準と，システム制御で培ってきた高い信頼度や稼動率などを実現する基盤技術とを融合させた安全制御ソリューショ

ンを展開している。安全計装システムでは，リスクアセスメントに基づいたリスク低減対策により SIL 3 までの安全度水
準を提供する。鉄鋼コイル搬送システムでは，要求安全度に応じた回路やコンポーネントの多彩な選択肢を用意している。

電力系統では，高い信頼度のディジタルリレーが電力の安定供給を保つために貢献している。

Efforts to establish safety standards and address safety in Japan have become more active as a result of the international standardization 
trends toward functional safety and machinery safety. Fuji Electric is developing a safety control solution that combines global standards 
with basic technologies, acquired from our experience with system controls, to realize high reliability and a high availability rate. With risk-
reducing measures based on risk assessment, Fuji Electric can provide a safety related system having a safety integrity level of 3（SIL 3）. 
For steel coil transportation systems, a wide range of choices are available for the circuits and components according the required safety level. 
For power systems, highly reliable numerical protection relays help to maintain a stable supply of electric power.
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このように，電力設備の安全技術は高い信頼度を実現す

るものである。この技術を他の分野へも応用を広げる取組
みを始めている。

₂.₂　富士電機が目指す安全制御ソリューション

高信頼度化技術などによる安全の基盤技術と国際安全基
準に沿ったリスクアセスメント，フェールセーフの考え方
を融合することにより，コンポーネントとシステムの安全
性と経済性を評価しながら，個別最適から全体最適へと進
むことができる。その運用・保守から得られるデータを効
果的に活用していくことも可能である。

富士電機は，これらを実現する技術を持っており，安全
技術の統合による安全制御ソリューションの構成を図₃に

示す。安全制御ソリューションは，多くの安全制御技術に

よって実現される。マネージメント技術は，現場の安全を

実現，維持する体系立った安全管理が特徴である。制御技
術とコンポーネント技術は，安全制御を実現する安全設計
の固有技術である。さらに，見える化技術には製品（シス

テム・コンポーネント）の安全を定量的に表す指標や算出
の手法がある。

3　 安全制御ソリューションを実現する安全制御技
術

₃.₁　安全マネージメント技術の例

現場に安全制御を計画，導入，運用していく際の管理，

適合確認，文書化を進める安全マネージメントとして，機
能安全規格 IEC 61508 に規定される安全ライフサイクル

がある。これには，機能安全を実現するための要求事項
（作業）を整理した 16 個の作業フェーズが定義されており，

システムを立案・計画する概念フェーズから，リスク解析
フェーズ，システムを設計・製作する実現フェーズ，運用
フェーズ，保守・改修フェーズ，廃却などフェーズなどに

至るまでがある。この安全ライフサイクルに従うことで，

各作業での抜けや間違いの防止，目標安全度を持った安全
制御システムの構築，長期にわたる運用，維持が可能とな

る。富士電機は，安全マネージメントのコンサルティング

を通して，IT を活用した安全度の見える化を提案する。
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₃.₂　安全システム技術の例

⑴　安全設計
安全設計は，コンポーネント，制御の安全を確保する高

信頼度化技術が基本である。危険側故障率の低減，安全確
認型，フェールセーフ，非対称故障などの安全設計技術や

安全設計理論によって実現される
⑵

。

⑵　冗長化設計
冗長化設計は，コンポーネントやシステム系に故障が発

生していたとしても，安全制御システムの機能を喪失させ

ないための重要な設計手法である。機能安全規格は，安全
度水準〔SIL：Safety Integrity Level（69 ページの「解説
1」参照）〕に見合った冗長化設計（69 ページの「解説 2」
参照）を要求している。この考えは，コンポーネント内部
の安全回路設計にも適用される。また，ライフラインのよ

うなシステム停止を絶対に避けなければならない分野で有
用である。

⑶　高性能センシング

安全制御を実現する場合，その計測対象の性質，許容誤
差，必要な応答性，誤検出要因の選択・除去などを検討す

る。ノイズを内在したままの検出量では誤動作につながる

恐れがある。

₃.₃　安全コンポーネント技術の例

⑴　自己診断技術
コンポーネント自身が内部回路などの異常を確実に検

出できることが，信頼性を高め，安全性を確保する。自
己診断の能力は，安全側故障割合（SFF： Safety Failure 
Fraction）や自己診断率（DC：Diagnostics Coverage）と

いった指標で表される。富士電機は検出できない故障（危
険につながる故障）をできるだけ少なくするために，高度
な診断技術開発に取り組んでいる。制御系におけるコン

ポーネントの異常監視，通信線の異常監視などにも自己診
断を適用している。

⑵　安全コンポーネント

⒜　圧力発信器
従来製品（FCX-AⅢ）に対して FMEDA（Failure 

Modes Effects and Diagnostic Analysis）を実施し，内
部の構成部品に対して故障モード，故障率，故障による

影響を分析した。分析結果から，自己診断によって検出
できない危険側故障率λDU を求め，機能失敗平均確率
〔PFDavg ：average Probability of Failure on Demand
（69 ページの「解説 1」参照）〕を算出した。PFDavg の

妥当性はドイツの第三者認証機関の TÜV SÜD で評価
し，SIL 2 のテクニカルレポートが発行されている。現
在，SIL 3 の認証を持つ次世代圧力発信器を開発中であ

る。

⒝　安全インバータ

駆動分野の安全制御の中核コンポーネントである。富
士電機は既に欧州安全規格 EN 954-1 Cat.3 の認定品を

提供している
⑶

。さらに駆動系の停止カテゴリを細分化し

た高度な ISO 13849-1 PLd/IEC 61508 に適合した製品
を開発しており，国際的なすべての駆動システムの安全
制御要求に対応していく予定である。

⒞　電磁接触器
電磁接触器は安全停止の最終段スイッチとして高信頼

性の評価を受けており，ユーザへ故障率データを提供し

ている。安全アプリケーション用のフィードバック回路
にミラーコンタクト（補助 N/C 接点）を装備している。

ミラーコンタクトは，主接点の溶着時に，コイルが非
励磁状態で補助 N/C 接点が閉路することを防止するも

のである。この機能により，従来できなかった電磁接触
器の主接点の溶着を検出することができ，IEC 60204-1

（JIS B 9960-1）の安全要求事項に適合している。

₃.₄　安全の見える化技術の例

⑴　リスクアセスメントと安全管理
リスクアセスメントは，必要な安全度を知る上で重要な

手法である。リスクの存在や大きさが分かることで，コス

トと安全のバランスがとれた最適な安全制御システムが導
入できる。富士電機は，安全制御システム導入時のリスク

アセスメントの取組みを強化している。

⑵　安全の定量化
安全制御にかかわるコンポーネント，システムの安全性

を定量的に評価する尺度が規格化され，ここ数年間で，国
際安全基準に従った安全度を取得した製品が出始めてい

る。システムやコンポーネントの安全度には，SIL と PL
〔Performace Level（69 ページの「解説 1」参照）〕の大き

く 2 つの指標があり，その対応関係を表₁に示す。富士電
機は，各規格に準拠した安全度（SIL，PL）を持ったコン

ポーネントを開発し発売している。また，SIL 3 までのシ

ステム構築を手掛けている。

表₁　規格をまたがる定量化指標の種類

SIL*
IEC 61508
（SIL1 〜 4）
IEC 61511
（SIL1 〜 3）
IEC 62061
（SIL1 〜 3）

PFDavg*
IEC 61508
IEC 61511

PFH（/h）*
IEC 61508
IEC 61511
IEC 62061

PL*
ISO 

13849-1
2006

リスク軽減
（PR）の

目標

4 10 −5 以上
10 −4 未満

10 −9 以上
10 −8 未満 −

10,000
＜ RP= ＜
100,000

3 10 −4 以上
10 −3 未満

10 −8 以上
10 −7 未満 e

1,000
＜ RP= ＜
10,000

2 10 −3 以上
10 − 2 未満

10 −7 以上
10 −6 未満 d

100
＜ RP= ＜

1,000

1 10 −2 以上
10 −1 未満

10 −6 以上
10 −5 未満

c
b

10
＜ RP= ＜

100

− − − a

＊：SIL，PFDavg，PFH，PL：69 ページの「解説 1」参照
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4　安全制御ソリューションの具体例

₄.₁　安全制御を実現する計装ソリューションの例

プロセス分野の安全制御の代表的なものが，安全計装シ

ステムである。国際基準に基づいたリスクと安全の定量化，

そして安全設計による高い安全性を実現し，プラントの予
期せぬ事故やトラブルから人・環境・設備を保護するシス

テムである。主に，緊急シャットダウンシステムやインタ

ロックシステム，バーナーマネジメントシステム，タービ

ンプロテクションシステムに適用される。富士電機は，化
学プラントや石油プラント，鉄鋼プラント向けのインタ

ロックシステム，緊急シャットダウンシステムへ取組み強
化を図り，設備保護を主目的としたボイラプロテクション

システムにも注力している。本項では，富士電機が 2008
年度に受注した某ユーザ向け蒸気タービンに使用される

タービンプロテクションシステムに安全計装システムを適
用した事例を通して，富士電機の技術と特長を述べる。

⑴　蒸気タービンを保護する安全制御の構成と技術
タービンプロテクションシステムは，稼動しているター

ビンの運転を複数のフィールドセンサで検知し，危険な状
態のときにタービンの損傷事故を防止する安全制御システ

ムである。安全設計したタービンプロテクションシステム

の全体構成を図₄に示す。安全制御の概要は，タービンの

異常をセンサで検出し，そのデータを専用の安全コント

ローラで演算する。危険と判断したときに，タービン駆動
の蒸気を遮断する弁を閉じる独立した安全制御システムで

あり，安全制御ループは全 17 ループある。このシステム

には次のような安全制御技術が設計に適用されている。

⒜　リスクアセスメント

タービンプロセスのリスクアセスメントの過程で次に

示すのプロセスリスクを抽出した。

①　スチーム圧力高
②　シャフト振動異常
③　タービンオーバースピード

④　復水器水位高
⑤　ベアリング温度高
⑥　スチーム温度低
⑦　シャフトポジション異常
⑧　発電周波数異常

⒝　リスク低減施策
富士電機は従来，汎用 PLC「MICREX-SX」の制御

で上記のリスク低減を実現していた。今後，タービンプ

ロテクションシステムへは SIL 指定が標準的に採用さ

れると予測される。今回のリスク低減も国際基準である

SIL が指定された。SIL を持ったシステムを実現するに

は安全制御部を独立させ，リスクアセスメントに基づい

たリスク低減対策を採用する必要がある。図₄に示す構
成例により必要なリスク低減を実施した。

⒞　自己診断技術
システム，コンポーネントの故障を早期に検出する

ために安全制御システムの中核となる技術である。富
士電機が持つ図₅の安全コントローラ「MICREX-NX 
Safety」は第三者認証機関の TÜV SÜD から SIL 3 の認
証を受けおり，CPU 部，I/O 部に，多様な自己診断機
能を持っている。

⒟　安全システム設計
タービンプロテクションシステムの安全計装システム

には安全性（停止させる）と可用性（誤トリップ率防
止）を両立させることが重要である。システムアーキテ

クチャの選択を安全性と可用性の割合で設計する。本シ

ステムでは検出部を 2oo3 構成とし，高い安全性と可用
性を両立し，出力部は，停止指令により確実にシャット

ダウンする 1oo2 構成を採用した。構成の違いで図₆に

示すような設計故障確率の違いが出る。

⒠　安全度の定量化
システム全体のリスク低減施策を選択する上で安全度

の定量化は重要である。安全度は，検出部から出力部ま

での全体で PFDavg 値を計算して確定させる。計算し

た結果が目標 SIL 内に入らない場合は追加の対策を施
す。本例でも，初回の計算で PFDavg 値が目標 SIL に

入らず，目標を達成するためのエンジニアリング（製品
を変える，構成を変える，試験方法を変える）を実施し，

安全計装機能01　
　スチーム圧力“高”検出

圧力発信器

・
・
・
・

温度変換器熱電対

2003構成 1002D* 構成

パーシャル
ストローク
テストを採用

全17ループ

＊D：Diagnostics（診断）

制御弁（A） 遮断弁（A）

コントロール油圧

油圧開放

蒸気高圧側

蒸気タービン

安全計装機能05　
　ベアリング温度“高”検出

MIXCREX-NX Safety

電磁弁

SV1 SV2

電　源

図₄　タービンプロテクションシステムの全体構成

故障や異常が発生
しても，安全側に動作

入力回路

安全入力モジュール

入

　力

出

　力

安全
コントローラ 安全出力モジュール

出力信号のリードバックチェック
　確実に回路が働くことの検証

1つの出力チャンネルに2つの接点
　 確実なオフ出力の実現

自己診断回路

自己診断回路

CPU

自己診断回路

CPU

出力回路

メインスイッチ
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図₅　「MICREX-NX Safety」の自己診断

特  

集

現場の安全を守る安全制御ソリューション富士時報　Vol.82 No.5 2009



（32）

最終的に作成した計算書が目標 SIL を満足しているこ

とを第三者認証機関によって確認した。

⑵　安全制御の課題と解決策
安全計装システムを構築しようとする場合，次の課題が

ある。

⒜　使用実績によるコンポーネント選択
安全計装システムの設計では，SIL 認証されたコン

ポーネントや故障率が必要になるが，すべてを SIL 認
証品で構築できない問題がある。本例で使用したセンサ，

電磁弁，遮断弁は，富士電機が使用してきた実績ある

製品だが，SIL 認証品ではなく公的故障率データがない。

このような場合の安全度の定量化の課題解決には，次の

ような方法がある。

①　故障モード解析で算出
② 　MIL 規格（Military Standard：アメリカ国防総

省が制定）などの故障率ハンドブックを参照
③　製品 MTBF 値から計算
本事例では③を採用し，MTBF 値の信頼性を上げる

ため，統計処理（χ二乗法）も採用している。この場合，

採用した故障率の算出根拠を明確にした技術資料を残す

必要がある。

⒝　パーシャルストロークテスト（PST：Partial Stroke
Test）
一般的にバルブの安全度は低いとされるので，バルブ

の安全度を高めることが，システム全体の安全度改善に

なる。本システムのバルブ（遮断弁）は富士電機製で，

油圧駆動の機械式である。このような製品の安全度を改
善する手法に次のようなものがある。

①　機器を変更
②　冗長化設計
③　プルーフテスト間隔短縮
④　PST
タービンの機構上の問題から③を採用したが，年 1 回

が発電機停止の限度で，さらなる改善のために④の手法
も導入し，PFDavg 値の改善を図った。

①　年 1 回のプルーフテスト時：2.13×10−3

②　①と週 1 回の PST 時：8.76×10−4

PST は，プロセスを止めずにバルブの機能安全を確
認する部分作動検査である。駆動部の固着防止などのメ

リットもあり，今後取り組みの増える技術である。

以上のように，安全制御のエンジニアリングには専門
知識・経験が必要であり，富士電機ではこのような安全
エンジニアリングを行っている。

⑶　有効性と適用拡大
富士電機は，安全コンポーネント，安全システム構築，

自己診断技術，安全度計算技術，エンジニアリングなど広
い技術を持っている。運用段階での保守サービス，設備診
断サービスなどの安全運用管理までを提供できる。上述の

富士電機の安全制御ソリューションは“トータルセーフ

ティ”としてユーザの現場の全体/部分，および新設/既設
システムの安全制御を広範囲に提供できる特長がある。石
油・化学プラントばかりでなく，鉄鋼，食品/飲料製造，

半導体製造，社会システム分野へも適用拡大をしていく。

さらに燃焼安全装置の分野へも富士電機は工業用燃焼炉の

制御，インタロック回路へ安全コントローラの適用拡大を

図っている。

₄.₂　安全制御を実現する駆動制御ソリューションの例

産業機械分野においても安全規格の改訂や「改正労働安
全衛生法」の施行などにより，国際安全標準の考え方に対
応する必要がでてきている。IEC 62061 は，IEC 61508 か

ら派生し，機械の安全制御に特化した機械類の機能安全規
格である。この規格の適用を検証した事例を述べる。

⑴　鉄鋼コイル搬送システムの安全制御の構成と技術
搬送システムの全体構成を図₇に示す。このシステムで

は，インバータによる走行モータ制御と油圧ポンプ/電磁
弁による昇降制御を行っている。従来ハードリレーによ

る安全回路として非常停止機能を持っていた。この電気
制御システム（SRECS：Safety Related Electrical Control 
System）について検証した結果，ハードリレーによる安
全回路には，安全度は適用できず，また，リスクアセスメ

ントで抽出したリスクを低減する対策がないということが

分かった。これに対し，1oo1 構成として要求安全度 SIL 1
を達成するシステムには，次のような安全制御技術が適用
可能である。

コイル

コイル搬送車

指令
（走行，昇降，停止）

指令
（駆動対象の非常停止）

状態入力 状態入力コントローラ 安全コントローラ

コイル

図₇　鉄鋼コイル搬送の安全制御の構成

安全側故障確率故障確率

危険側故障確率

誤トリップの
少ない構成

安全性の
高い構成

1001 200320021002
10－1

10－2

10－3

図₆　システム構成の違いによる故障確率の変化
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⒜　安全の定量化
リスクアセスメントによるコイル転倒やメカストッパ

への衝突などのハザードを抽出した。安全対策として非
常停止機能および位置検出機能の信頼性を向上させる必
要性を明確化する。

⒝　リスク低減施策
安全制御回路部と通常制御部の機能分担を明確に分離

して，安全制御回路部に安全コントローラを適用して信
頼性を向上させる。危険信号の断線や入力回路電源喪失
時でも安全側（非常停止側）に動作するフェールセーフ

設計とする。

⑵　有効性と適用拡大
検証結果により，要求安全度やコストに応じてコンポー

ネントおよび自己診断範囲や冗長化の選択を定量的に明確
にすることができた。さらに，最新の安全インバータなど

の適用により，出力側コンタクタの削除や位置決め制御，

揺れに対応する制振制御なども導入可能とするなど，富士
電機の安全制御システムの選択肢が広がっている。

₄.₃　高度な安全制御を実現する電力系統保護の例

電力分野は，古くから電力供給の安全制御に取り組んで

きた。電力系統は広範囲なネットワークであり，供給と需
要のバランスが崩れると大規模停電となるリスクがある

⑷

。

電気的な事故時に必要最小区間を高速判定して系統から切
り離す高度な安全制御が必要である。区間の切り離しに失
敗した場合でも上位区間でバックアップするなど，系統全
体の安定維持を短時間で最適制御している。

⑴　電力系統を保護する安全制御の構成と技術
電力系統を保護する富士電機の安全制御の構成を図₈に

示す。主な構成装置は，ディジタルリレー，テレコン，計
算機システムである。ディジタルリレーは，複合機能を持
つインテリジェント端末であり電力設備の保護および系統
からの切り離し機能，系統全体の安全維持のために計算機
システムへ異常を伝達するフィールドセンサの機能を併せ

持っている。伝送ネットワークは，テレコンにより発電所
や変電所などを大災害時の伝送渋滞のリスク回避のため専

用回線で結んでいる。計算機システムは，電気事故発生時
に電力供給支障量を最小にする操作手順を通知し系統運用
者を支援する機能や，系統システム全体を最適とする機能
を持っている。安全制御技術は，以下のように適用してい

る。

⒜　高性能センシング

フィールドセンサは，事故の電気量を 0.2 ms 程度で

サンプリングする高速性能を実現し，不要高調波ノイズ

を除去して特定の周波数を選択するアルゴリズムを搭載
したディジタルフィルタ技術を導入している。

⒝　フェールセーフ

事故判定の信頼性を向上させるため，CPU を二重化
して異なる入力量の組合せアルゴリズムを搭載，AND
制御出力としている。

⒞　最適冗長化設計
各装置の構成は，リスクの高さにより冗長化を判断し

て，信頼性と経済性を両立させている。経済性を優先で

きる場合は，保護・制御機能を一体化する。

⒟　トレーサビリティ

解析により原因の究明や運用技術向上などの安全管理
ができるようにするため，事故や装置故障前後の詳細な

記録データを残している。

⑵　信頼度向上技術
ディジタルリレーは，高圧，大電流から直接センシング

する現場で安全に運用管理するため，独自に故障発生率，

誤不動作率などの信頼性データの蓄積，評価している。

電気協同研究
⑸

のデータによれば，全国 6,940 台の稼動で

故障発生率 3.51×10−6 件/h，誤不動作率 4.75×10−5 件/h
である。現在の富士電機が納入している 600 台以上の稼動
実績では，故障発生率 1.47×10−6 件/h，誤不動作率 1.98
×10−5 件/h である。各種条件を整理，換算して機能安全
規格にて検証してみると，故障率 1.47×10−6 件/h，機能
失敗平均確率 7.55×10−4 件/h となり，ハードウェア故障
許容（HFT）も 1oo1 のループ構成で自動監視機能の検出
率が 9 割を超えるため，表₁の PFDavg 値（低頻度動作）

の SIL 3 に相当する。

SIL 3 を実現する要素として以下の安全技術がある。

⒜　部品故障率の低減
特に摩耗寿命の延命，初期故障の除去策として，部品

点数の削減，高温エージング，温度上昇抑制設計をして

いる。

⒝　共通原因故障（EMC）対策
ノイズ発生源の解析をもとに外部ノイズ侵入を防ぐコ

ンデンサ端子台やフィルタによる外部および内部ノイズ

の低減を実施している。

⒞　稼動率向上対策
故障モード解析により，一過性のメモリ不良などの故

障メカニズムが判明しているものは，CPU リスタート

による再起動にて運転を継続している。

⑶　有効性と適用拡大
このような故障率の低減，自己診断機能や保守支援の充
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図₈　電力系統を保護する安全制御の構成
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実により，ユーザの定期点検周期を 6 年に延長するニーズ

に応えており，保守業務の省力化にも貢献している。

富士電機は，電力系統のセンサ機能から伝送設備および

計算機による大規模な保護制御技術までのトータルな安全
制御技術を持っている。その応用は，省エネルギー計測，

電力品質の監視・解析，自然エネルギー安定化制御など

トータルなエネルギーソリューションに及んでいる。今後，

スマートグリッドなどの複雑化する分散電源の電気エネル

ギーは，その調整や制御を間違えばグリッド内だけではな

く電力系統の安全にも影響を及ぼす。これを踏まえ，安全
制御技術の適用を拡大していく。

5　あとがき

現場の安全を構築する安全制御ソリューションにおける

富士電機の取組みと具体例について紹介した。

現在，安全は現場の安全管理活動により確立されている

部分が多い。今後この活動に加えて，本稿で述べた安全を

造り出す技術の取込みによって，安全性と生産性の高信頼
度化を図る。また，1980 年代に稼動した設備などは，熟
練した保全技術者により安全運転を確保しているのが現状
である。これら設備のリプレースでも，たとえ部分的で

あっても安全制御を導入することで，経験の少ない保全技
術者でも安全操業を確保できる効果がある。

今後，種々の分野へ適用できる安全を付加したソリュー

ションを提供していく所存である。
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