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A Framework for Ensuring Safe Plant Design and Operation 
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Naoto Arai

プラントや地域社会が安全であることは，持続可能な社会を目指す上での大前提である。大規模なマン・マシ

ンシステムであるプロセスプラントでの事故は，プラント内やその近隣における人的被害に加え，経済的および

環境的な損害を地球規模でもたらすことがあり，社会への影響は甚大である。重大事故への対応を契機としてプ

ロセス安全に関する法規制が議論された結果，多重防護によるリスク低減の概念や安全計装システムの構築・運

用による管理体制が枠組みとして認識されるようになった。本稿では，この枠組みを機能安全規格の概要と合わ

せて解説するとともに，安全を支援する新技術としての人工知能の活用と，関連する標準化活動の動向について

紹介する。

The safety of industrial plants is a prerequisite for reassuring local communities and achieving 
a sustainable society. The process industries operate large, complex man-machine systems and 
even a single accident in a plant could cause immense damage to facilities, local communities, 
and the environment, and, in an extreme case, could destabilize the whole of society. To prevent 
such serious accidents, laws and regulations concerning process safety were discussed globally 
and the concept of risk reduction with multiple protection layers and a management system 
through the design and operation of safety instrumented systems was established as a framework 
for the safety of the process industries. This paper reviews this framework with reference to the 
trend of related standardization activities and introduces how AI is used to support safety in the 
process industries.

1. はじめに

労災事故は，日々世界のどこかで起きている。国際労
働機関によれば，毎年 278 万人の労働者が労災事故およ
び労働関連の疾病で亡くなっており，３億 7400 万人の
労働者が労災事故により負傷している。この損失は世界
全体の GDPのほぼ４％に相当し，一部の国では６％以上
に上る (1)。数値化できない関係者の精神的苦痛やストレ
スも無視できない。
過去の研究や実践から，労災事故の多くは，未然に防

ぐことが，もしくはその被害を抑えることができたであ
ろうことがわかっている。持続可能な社会開発を進める
ためには，これら労災に係るコストを最小化していくこ

とが，産業界に課された責任といえる。
特に石油，ガス，および石油化学などのプロセス産業に

おける事故防止は緊要である。プロセスプラントで取り扱
う原材料，中間製品，および最終製品は，可燃性や毒性な
ど潜在的な危険性（ハザード）を有するものが多い。また，
取り扱うエネルギーも大きく，爆発や漏洩などの事故発生
時には，事業所内のみならず近隣の地域社会にも甚大な
被害が生じることがある。経済的および環境的な損害は地
球規模に波及することがあり，社会への影響は甚大である。
従来，プラントでは，安全についての限定的な情報や

経験に基づく慣例から，アラームシステムや緊急遮断シ
ステムを個別に設置する場合が多かった。しかし，プロ
セスプラントでは，配管で連結された多くの機器が高度
なコンピュータで制御されていることを考えると，その
安全性は包括的かつ体系的に評価されるべきものである。
そしてその情報は共有され，地域社会の防災計画とも連
携されなければならない。
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本稿では，重大事故への対応を契機としてプロセス安
全に関する法規制が整備された経緯と，国際的な枠組み
として認識されるリスクアセスメントおよび多重防護によ
るリスク低減の概念について説明する。また，有効なリ
スク低減手段として普及が進んでいる安全計装システム
（Safety	Insturmented	System:	SIS）とその要件を規定す
る機能安全規格の概要について，YOKOGAWAのソリュー
ションと関連付けて説明する。最後に，安全を支援する新
技術として , 人工知能（Artificial	Intelligence:	AI）の活用
と関連する標準化活動の動向について紹介する。

2. 重大事故と安全法規制の枠組み

1976 年，イタリアのセベソの農薬製造プラントで，
反応器の圧力上昇に伴い圧力放出設備であるラプチャー
ディスクが作動した。反応器の破壊は防げたものの，猛
毒のダイオキシンを含む物質が大量に大気中に放出され，
約 1,800	ha の土壌が汚染され，22 万人以上が被災する
大事故となった。この事故を契機として，1982 年，当
時の欧州共同体は，化学工場の安全規制としてセベソ指
令を発令した。
セベソ指令発令の２年後，インドのボパールの殺虫剤

製造プラント（米国化学会社のインド現地法人）におい
て，猛毒のイソシアン酸メチルの大量流出事故が発生し
た。事故直後に現地州政府が確認した死亡者数は約3,800
名であったが，その後も犠牲者は増え続け，被災者が
50 万人以上にも上る化学産業史上最悪の事故となった。
この事故を受け，米国では，1992 年に労働安全衛生局
（Occupational	Safety	and	Health	Administration:	OSHA）
によるプロセス安全管理（Process	Safety	Management:	
PSM）規則が制定された。PSMは，化学物質を保有する
事業者に対して，自らが危機管理の履行を実施すること
を要求する包括的な枠組みであり，主に表 1に示す 14
の要素から構成される。

表 1 OSHA/PSM の 14 要素

なお，セベソ指令については，ボパール事故の調査報
告を受けて大規模な改正が２回行われている（1996 年
のセベソⅡ指令，2012 年のセベソⅢ指令）。基本的な
目的は，危険物質による重大事故の防止と事故発生時の
人および環境への危害を最小限に抑えることである。欧
州連合加盟各国には，重大事故防止のための安全管理計

画を含むセーフティレポートの作成，事故発生時の緊急
計画，近隣住民への情報提供，対象施設周辺の土地利用
計画などが義務付けられている。英国では，セベソⅡ指
令発令を受けて従前の産業重大事故危機管理（Control	
of	Industrial	Major	Accident	Hazard:	CIMAH）規則が発
展的に廃止され，重大事故危機管理（Control	of	Major	
Accident	Hazard:	COMAH）規則が制定された。
重大事故を受けて，法規制，および IEC	61508 や IEC	

61511 などの国際規格が制定された経緯を図 1に示す。
YOKOGAWA の欧州現地法人のメンバーは，機能安全の
黎明期である 1980 年代から規格開発に参画してきた。
1997 年の安全ビジネス参入以降は，本社もエキスパー
トを派遣するなどして規格開発や改訂の審議に継続的に
参加している。

図 1 重大事故と法規制・規格の制定の経緯

PSM，セベソⅢ指令，および COMAH における主要
な要素は，2008 年に経済協力開発機構が公開した化
学事故防止のための安全パフォーマンス指標（Safety	
Performance	Indicators）にも引き継がれている。事業者，
公的機関，および地域社会向けガイダンスには，組織内
部のコミュニケーション，セーフティレポート，組織間
相互の協力，事故や学習経験の報告などに関する指標の
例が提案されている (2)(3)。
近年，注目されるようになった枠組みとしては，セー

フティケース（Safety	Case）がある。セーフティケー
スとは，特定のシステムが安全であることを十分な証拠
とともに示す包括的かつ体系化された文書のことであ
り，事業者自身によって作成され，規制当局への説明に
用いられる (4)。セーフティケース自体は，1988 年の北
海のパイパー・アルファ油田プラットフォームにおける
火災爆発事故をきっかけに議論が開始された歴史を持
ち，英国ではさまざまな産業分野でその作成と提出が
義務付けられている。シンガポールでは，2017 年，石
油，ガス，および石油化学などのプロセスプラントを対
象に，セーフティケースの作成と提出が義務化された (5)。
YOKOGAWA では，リスクアセスメントに関するコンサ
ルティングやリスク低減のための SIS などのソリュー
ションの提供を通して，事業者のセーフティケースの作
成を支援している。

(1)	プロセス安全情報 (8)	機器・設備の健全性

(2)	プロセスハザード解析 (9)	火気使用許可

(3)	運転手順書 (10)	変更管理

(4)	従業員の参加 (11)	事故調査

(5)	教育・訓練 (12)	緊急時対応計画

(6)	請負業者 (13)	監査

(7)	試運転前の安全レビュー (14)	業務機密
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3. リスクアセスメント

安全規格を策定する際の基準となる ISO/IEC ガイド 51
では，安全（safety）とは「許容不可能なリスクがないこと」
であり，リスクを経由して定義される。また，リスク（risk）
は「危害の発生確率およびその危害の度合いの組み合わ
せ」，許容可能なリスク（tolerable	risk）は「現在の社会
の価値観に基づいて，与えられた状況下で，受け入れら
れるリスクのレベル」と定義される (6)。
リスクアセスメントは，安全なプラントを構築する上

で事業者が主体となって行う最も重要なステップである。
リスクアセスメントでは，Hazard	and	Operability	Study
（HAZOP）などの解析手法を用いてハザードを特定し，
事故に至るシナリオを明らかにする。そして，その発生
確率と影響度を組み合わせてリスクの大きさを算定し，
それが許容可能なレベルを超える場合には，検討された
リスク対応の方針に基づいてリスクの回避，低減，移転，
または保有を実行する。リスクアセスメントの手順を，
図 2に示す (7)。

図 2 リスクアセスメントの手順 (7) 

許容可能なリスクの決定にあたっては，原則，「合
理的に可能な限り低いレベル」（As	Low	As	Reasonably	
Practicable:	ALARP）の概念が用いられる (8)。あるインシ
デントの許容に関して，図 3に示す３つの領域を定義す
る。この定義を基に，関係者間（たとえば安全規制当局，
リスクを生成する者，およびリスクにさらされる者）の
協議により，表 2に示すようなインシデントの頻度およ
び結果と，リスク等級との関係を決定する。この許容可
能なリスクを決定する際には，各産業分野のガイドライ
ンや企業のグローバル規定だけでなく，地域社会（国や
自治体）の基準にも照らし合わせるべきである。例えば
英国の安全衛生庁（Health	and	Safety	Executive:	HSE）は，
労働災害における死亡確率について許容可能な上限（Ⅰ
とⅡの境界）を 10-3/ 年，広く受け入れられる基準値（Ⅱ
とⅢの境界）を 10-6/ 年と設定している (9)。

図 3 ALARP 概念に基づくリスクの許容領域 (8) 

表 2 インシデントに関するリスクの等級例

4. 多重防護によるリスク低減

米 国 化 学 工 学 会（American	Institute	of	Chemical	
Engineers:	AIChE）の化学プロセス安全センター（Center	
of	Chemical	Process	Safety:	CCPS）において独立防護層
（Independent	Protection	Layer:	IPL）の概念が提唱された
のをきっかけに，プラント全体を大規模なシステムと捉
えた安全設計が議論されるようになった (10)。図 4に示す
IPL1から IPL8までの防護層は互いに独立しており，内側
の防護層が損なわれてもその外側の防護層が機能するこ
とにより，事故を未然に防いだり被害の拡大を抑えたりす
ることが可能となる。IPLは次のように分類される。

 � IPL1 は本質安全の領域に当たる。プロセス設計にお
いては，滞留する危険性物質の量を減らす，触媒を減
らして反応速度を遅くする，運転条件を常温常圧に変
えるなど，ハザードを可能な限り最小化する。装置設
計においては，意図した運転範囲の最大負荷を考慮し，
反応器壁面の肉厚には余裕を持たせるなどする。なお，
設備や機器は経年劣化するものであり，健全性を維持
するための保全活動も重要である。

 � IPL2 は 分 散 制 御 シ ス テ ム（Distributed	Control	
System:	DCS）に代表される基本プロセス制御システ
ム（Basic	Process	Control	System:	BPCS）である。安
定した運転を維持することで異常の発生を防止する。

 � IPL3 はプロセス異常の発生をアラームで知らせ，オ
ペレータに介入を促すことで，手動による正常復帰を
意図する階層である。

ハザードの特定

ハザードリスト

事象（事故）

起こりやすさ（発生確率） 結果（影響度）

リスクの大きさ（リスクレベル）

リスク許容基準の設定

リスク対応の方針

ハザード
の特定

事象の
シナリオ解析

リスク
算定

リスク
解析

リスク
評価

許容できる領域

許容できない
領域

広く許容できる領域

個
人
の
リ
ス
ク
お
よ
び
社
会
的
関
心
の
増
加

無視できるリスク リスク等級

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ
特別な状況を除きリスクを正当化でき
ない。

次の二つを満たす場合に限り，リスク
は許容できる。
(a) これ以上のリスク低減が実行不可
能か，または費用が改善に対して
全く釣り合っていない場合。

(b) 関連リスクを考慮し，社会がその
業務からの便益を期待する場合。

残存リスクのレベルは無視できるとみ
なせ，対策及びリスクを低減できるさ
らなる対策は一般的に必要としない。
ALARP を実証する詳細な作業は必要と
しない。

＊IEC 61511-3 ed.2.0 から著者日本語訳作成。Copyright © 2016 IEC Geneva, Switzerland. www.iec.ch

頻度
リスク等級

破局的な	
結果

重大な	
結果

軽微な	
結果

無視できる	
結果

ほぼ起こる Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

かなり起こる Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

起こりうる Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

あまり起こらない Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ

起こりそうもない Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ

想定できない Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ
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 � IPL4 はオペレータの介入が間に合わない緊急時に，
SIS によりプラントを自動的にシャットダウンさせ，
安全を確保する階層である。

 � IPL5 および IPL6 は，物理的防護により被害を緩和す
るための階層である。加圧による設備破壊を防止する
安全弁やラプチャーディスクなどの対策は IPL5 に，
危険物質の漏洩範囲拡大を局限化する防液堤などの対
策は IPL6 に，それぞれ該当する。

 � IPL7 および IPL8 は，緊急時対応計画である。IPL7 で
はプラント内の被害を局限化し，IPL8 はプラント外
への被害を局限化して地域社会への波及を防ぐ。

図 4 独立防護層の概念

防護層解析（Layer	of	Protection	Analysis:	LOPA）は，
初期要因の発生頻度に対する IPL による低減効果の評価
に用いられる。図 5の上段のスイスチーズモデルは，IPL
を通過するごとに事故発生頻度が減っていくイメージを
矢印の幅で表現している。下段のイベントツリー解析は，
初期要因の発生頻度にそれぞれの IPL の失敗確率をかけ
ていくことで，IPL による低減後の事故の発生頻度（残
存リスク）を推定できることを表している。

図 5 LOPA の概念

残存リスクが許容可能なレベル以下であれば，安全は
確保されたと判断する。許容レベルを超えている場合，
SIS の要否を判定し，SIS に必要な安全度水準（Safety	
Integrity	Level:	SIL）を決定することになる。

5. SIS と機能安全規格

SIS は，事故防止のための能動的安全対策としての最
後の砦である。SIS は，検出端（センサ），論理処理部（ロ
ジックソルバ），操作端（アクチュエータなど）を組み
合わせて構成される。同じ計装システムである BPCS と
の最大の違いは，SIS は一つ以上の安全計装機能（Safety	
Instrumented	Function:	SIF）を有し，各 SIF は達成する
SIL に応じてリスク低減能力を持つということである。
SIL の割当て手法としては，前述の LOPA などが知られ
ている。

表 3に，SIL および作動要求時の危険側機能失敗平均確
率（Average	Probability	of	Dangerous	Failure	on	Demand:	
PFDavg）の割当てを示す (11)。PFDavg の逆数は，当該の
SIL で可能なリスク低減を意味する。SIL が大きくなるほ
ど，許容される PFDavg は小さくなる。なお，表 3では
低頻度作動要求モード（作動要求頻度が１年あたり１回
より大きくない場合）を前提としている。

表 3 SIL と PFDavg

SIL を達成するためには，SIS の構築・運用は，一般機
能安全規格の IEC	61508 およびプロセス産業における機
能安全規格の IEC	61511 に従わなければならない。IEC	
61508と IEC	61511との関係を ,図 6および図 7に示す。
SIS の構成機器の製造者や供給者に対しては IEC	61508
が，これらの機器を使用して SIS を構築するシステムイン
テグレータやユーザに対しては IEC	61511が適用される。

図 6 IEC 61508 と IEC 61511 の関係 (11)

IPL8 地域防災計画

IPL6 物理的防護（防液堤）

IPL5 物理的防護（安全弁）

IPL2 基本プロセス制御システム

IPL7 プラント内緊急対応計画

IPL1 プロセス設計

IPL3 クリティカルアラーム／オペレータの介入

IPL4 安全計装システム（SIS）

IPL1

事故の発生

初期要因

初期要因
IPL1：成功
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SIL
低頻度作動要求モード

PFDavg リスク低減の目標

4 10-5	以上 10-4	未満 10,000	を超えて 100,000	以下

3 10-4	以上 10-3	未満 1,000	を超えて 10,000	以下

2 10-3	以上 10-2	未満 100	を超えて 1,000	以下

1 10-2	以上 10-1	未満 10	を超えて 100	以下
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図 7 IEC 61508 と IEC 61511 の詳細な関係 (11)

YOKOGAWA は，2005 年 に SIL	3 認 証 PLC で あ る
ProSafe-RS を発売した。フィールド機器については，
電子式差圧・圧力伝送器 EJX ／ EJA，２線式電磁流量
計 ADMAG	AXR，温度伝送器 YTA，レーザガス分析計
TDLS8000などの各シリーズが，標準仕様でSIL	2認証（二
重化で SIL	3 認証）を取得している。これらの製品認証
は，IEC	61508 への適合が第三者認証機関によって認め
られたことを意味する。認証取得にあたっては，構成部
品のハードウェア故障率から導かれる PFDavg が目標 SIL
の範囲内（表 3）であるなどの要件を満たすことに加え，
ソフトウェアの開発プロセスや開発組織のマネジメント
体制に関する適合性もチェックされる。
YOKOGAWAは SIS のインテグレータでもある。SIL 認

証機器や類似環境での運用経験に基づいた機器（prior	
use）を組み合わせ，アプリケーションプログラムを開発
し，SIF 単位で割り当てられた SIL を実現する。
IEC	61511 では，IEC	61508 と同様，構成機器のハー

ドウェア故障率から導かれる PFDavg が，目標 SIL の範
囲内（表 3）であるなどの要件を満たすことに加え，SIS
に関係する組織が機能安全の管理体制を備えることが求
められる。YOKOGAWA は，機能安全の管理をグループ
マネジメント規程に取り込み，適切な業務手順を整備す
るとともに，SIS プロジェクトに携わるメンバーへの教育
を推進している。
IEC	61511 における機能安全の管理に関する要求事項

は，図 8に示す SIS 安全ライフサイクル全体にわたって
いる。SIS 安全ライフサイクルは，フェーズ１「ハザー
ドおよびリスク評価」からフェーズ８「使用終了」まで
の業務を示すもので，１から８までの各フェーズに共
通の事項はフェーズ９，10，11 として示されている。
フェーズ４「SIS の設計およびエンジニアリング」は，
YOKOGAWA が主体となって機能安全の管理体制を備え
るフェーズである。それ以外のフェーズについては，ユー
ザなどの主体となるべき組織による対応が期待される。
2017 年以降に展開している「Sustainable	SIS」ソリュー
ションでは，リスクアセスメントや導入後の運用・保全
（SIS の健全性を維持するためのプルーフテスト等）を支
援するサービス，システム，およびソフトウェアパッケー
ジを包括的に提案している。

図 8 SIS 安全ライフサイクルフェーズ (11)

6. AI による安全支援

第四次産業革命の到来 (12) は，プラント内に眠っている
膨大なデータの活用の可能性を改めて認識させることに
なった。高精度なセンサやカメラで取得されたデータは，
Internet	of	Things（IoT）によりリアルタイムにサイバー
空間に集積される。さらに画像認識，プロセスデータ処理，
自然言語処理などの AI 技術の発展により，ビッグデータ
の解析は容易になる。人口構造が変化し，熟練者の確保
が困難になりつつある国では，AI がオペレータの役割を
一部代替したり，操作を支援したりすることにより，人
への依存度を低減できることが期待されている。
YOKOGAWAでは，AI を活用したプラントの運転支援

や保全支援のためのさまざまなソリューション開発や実
証試験を展開している。例として，運転支援目的としては，
Industrial	IoT（IIoT）向け小型無線センサ Sushi	Sensor
と組み合わせ，送られてくる大量のデータから異常の予
兆を検出する AI(13) や，PID 制御に代わってプラント運転
の最適化を行う AI(14) などが挙げられる。
保全支援 AI の代表例として，図 9に示す配管の肉厚

予測を挙げる。石油精製で使用される常圧蒸留塔の上
部配管には，必然的に腐食が発生する。減肉に伴う配
管の保全は，定期的に行う時間基準保全（Time	Based	
Maintenance:	TBM）が一般的だが，急激に腐食が進行し
ても定期点検の前には検出されないことや，必要がない
配管も点検・交換することで，逸失利益が多く生じてし
まうなどの問題があった。そこで，20カ所から得られた
蒸留塔上部配管に関連するプロセスデータと定期的な肉
厚測定値（２年分）を学習データとして，プロセスデー
タと減肉進行の関係を回帰式によりモデル化し，減肉量
を予測した。リアルタイムの減肉の推定量がオペレータ
の画面に表示されることで，適正なタイミングで補修や

新規開発
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組込み
（システム）
ソフトウェア
開発
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＊IEC 61511-1 ed.2.0 から著者日本語訳作成。Copyright © 2016 IEC Geneva, Switzerland. www.iec.ch
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交換を行うことが可能になり，肉厚の予測に応じた状態
基準保全（Condition	Based	Maintenance:	CBM）に移行
することができた。また，データを分析し，腐食による
減肉が生じる要因（温度低下など）を特定したことにより，
運転条件を変更することで減肉の進行を抑制することも
可能になった。

図 9 AI による配管の肉厚予測 (15)

人や既存のシステムの代替または支援を目的として AI
をプラントの防護層に組み込むためには，AI の品質（特
に安全性）を適切に評価し，プラント内外の関係者に説
明責任を果たす必要がある。日本では，2020 年，経済
産業省が主導し，官民の議論を経て，プラント保安分野
AI 信頼性評価ガイドラインが策定された。ガイドライン
では，前述の配管の肉厚予測の他，配管の画像診断，設
備劣化診断，異常予兆検知・診断，および運転最適化のユー
スケースについて適用方法が示されている (15)。
プロセスプラントにおける事故の進展シナリオの例と

AI の活用機会の関係を ,図 10に示す。現状において，AI
の活用事例は運転支援と保全支援に集中しており，最終
的には人が判断したり，SIS 等の安全確保のための手段を
AI システムとは別に備えていたりする場合が大部分であ
る。AI システムが SIS の役割を果たすこと，すなわち機
能安全規格の対象として AI システムに SIL が設定される
ことはほとんど想定されていない。

図 10 プロセスプラント事故の進展と AI の活用機会

IEC	61511 の改訂審議では，プラントの安全について
最終的な責任を持つユーザの視点に常に重心が置かれる。
AI などの最新技術を取り入れていく将来のプラントにお
いて，安全はどうあるべきか，技術の発展に期待しつつ，
先人たちが事故からの教訓を基に構築した枠組みを尊重
し，丁寧な議論を重ねていくことが肝要と考える。

7. おわりに

本稿では，安全なプロセスプラントの構築・運用に関
して，国際的な枠組みと認識されているリスクアセスメ
ントと，多重防護によるリスク低減について概要を述べ
た。本質的安全設計，BPCS，アラームとオペレータの介入，
および SIS などの各階層における安全対策を国際規格に
従って構築・運用することで，プラント全体のリスクを
低減し，安全性の確保につなげることが重要である。
プラント，ひいてはそこで働く人や地域社会の安全

の向上は，持続可能な社会を目指す上での鍵となる。
YOKOGAWAは，半世紀以上にわたり，プロセス産業の安
全な操業実現に貢献すべく，製品・ソリューションの開発
を行ってきた。YOKOGAWAは，プラント事故の悲劇をな
くし，すべての人が安全安心で豊かな生活を送ることがで
きる社会の実現に向けてさらなる努力を続けていく。
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