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安全計装システムとProSafeシリーズの診断機能
Safety Instrumented System and ProSafe Diagnostic Functions

1997年４月にYokogawa Industrial Safety Systemsを発足させ，ETSの一翼をになう製品群として安全計装

システムProSafeシリーズを発売した。安全計装システム（Safety Instrumented System：SIS）はプロセスの異

常を検知した場合にプロセスを安全側に確実に停止させる役割を持ち，この「安全性」は安全度水準SIL（Safety

Integrity Level）としてIEC61508で定義されている。「安全性」の観点から安全計装をリレーやDCSで実現するこ

とには制限がある。

ProSafe-DSP SLSは独自の磁気コアロジックを用いて自己診断回路が不要な本質的フェールセーフを実現し，

その安全性は世界最高水準として認証されている。ProSafe-PLCは共通部を排除した設計とダイナミックかつ徹

底的な自己診断を行うことで安全性とともに高いアベイラビリティをもつシステムとなっている。
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In April 1997, Yokogawa extended its business to the safety domain with ETS concept. ProSafe se-

ries, developed by Yokogawa Industrial Safety Systems B.V., have a certain function intended to stop a

process to the safety side as "Safety Instrumented System: SIS". SIS's "Safety function" is defined in

DIN V 19250 and brand-new IEC61508 as well. IEC61508 classifies safety functionality to four levels of

"SIL: Safety Integrity Level". It is not allowed to build a safety system by relays or DCS considered with

SIL as a safety system.

ProSafe-DSP SLS is certified as the most safety system because of its "inherent fail-safe" functional-

ity. This function is realized by its unique technology called as "Magnetic Core Logic" or "SLS Pulse

Logic".  "SLS Pulse" circuit is totally self-checking and does not need any additional diagnostic circuit

or test function. ProSafe-PLC has a high performance of availability as well as safety with 1oo2D con-

figuration. Because ProSafe-PLC eliminates any common parts and does a dynamic and exhaustive

diagnostics.

図１　安全計装システムの機能

1. は  じ  め  に

安全計装システムは人身や環境の保護を目的とし，プ

ラントのリスクを低減するための有力な手段として重要

な役割を担っている。電子式の安全計装システムは，既

に欧米を中心に従来のリレーに代わって定着している。

また，安全計装システムに対する機能と基準を定義し

た国際規格IEC61508が発行され，その安全性が国際規格

に合致していることも重要な要素となっている。

2. 安全計装システムの特長

2.1 位置付けと役割

安全計装システムは，プラントがDCSの制御やオペ

レータ操作では回復できない異常状態に至ったことを検

知し，プラントを確実に安全側に停止させることを使命

とする専用システムであり，高い安全性が要求される。

安全計装をリレーやDCSで構成している例もあるが，

例えばDCSはこのために設計されたものではないため，
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高い安全性の実現は事実上困難である。安全性をより確

実にするため，図１に示すように安全計装システムはセ

ンサからバルブ／アクチュエータまでのループ全体を

DCSと独立して設置することが原則である。

2.2 規格と法規制

欧米では，過去の大事故を契機にして安全計装に対す

る法規制が80年代から開始され，電子式安全計装システ

ムにもその基準に合致することが求められてきた。

1989年に制定されたDIN V 19250（独）では安全度水準

（AK1～AK7）を定めており，リスク低減の度合で安全計

装システムを評価する。本規格による認証は今日まで安

全計装システムの公的証明として広く認知されてきた。

だが1998年にIEC61508が発行され，これによる安全度水

準SILが広く適用されて行くことになるであろう。

2.3 IEC61508とリスクアセスメント

IEC61508では，プラントを企画から廃棄にいたるまで

16段階の安全ライフサイクルとして規定し，その３項目

としてリスクアセスメントがある。その内容は①プラン

トの危険要素（人間・輸送・据付調整・定修・解体廃棄な

ど）を抽出し，②その危険が発生した場合の被害の大きさ

と発生確率からリスクを推定し，③推定したリスクが許

容レベルか否かを評価して不可ならリスク低減対策を適

用し，④リスク低減対策後の残存リスクが許容値をクリ

アすることを立証することである。

安全計装システムはこの中のリスク低減対策の一手段

であり，リスク低減に必要なSILの要求仕様を決定する。

よってあらかじめ安全度水準が認定されている安全シス

テムを適用することでIEC61508に適合した安全計装シス

テムを確実かつスムーズに構築することができる。

3. 安全計装システムの安全性

3.1 安全度水準SIL（Safety Integrity Level）

安全計装システムはいざという時に必ず働く「安全性」

が必要で，その指標として逆に「安全でない状態にあるの

はどの程度か」を利用する。IEC61508では「必要なとき

に働かない確率」つまり作動要求時の失敗確率「PFD

（Probability of Failure on Demand）」を定義し，PFDに

よってSILを４段階に分類している。

SIL4：PFD ≧10－5 to ＜10－4

SIL3：PFD ≧10－4 to ＜10－3

SIL2：PFD ≧10－3 to ＜10－2

SIL1：PFD ≧10－2 to ＜10－1

3.2 PFDと潜在危険故障

「必要なときに働かない」のはシステムに何か「故障状

態」が存在する場合である。よってPFDは故障モードと関

連付けて定義される。故障にはフェイルセーフな“安全故

障”と必要時に働かない“危険故障”があり，さらに自己診

断での検出の可能性で図２のようにわけられる。ちなみ

にDCSや汎用PLCでは，故障を安全／危険と分類する概

念がなく，自己診断で検出可能かどうかの分類のみを

行っている。

PFDが関連するのは潜在危険故障状態，すなわち必要

時に動作できず，それを自己診断で検出することもでき

ない状態である。簡単化のため正常状態と危険故障状態

の２つを想定すると状態遷移図は図３のようになる。作

動要求が機器の正常時（状態０）に発生すればシャットダ

ウン動作を実行できるが，危険故障中（状態１）に発生す

ると動作出来ない。よってPFDすなわち安全計装システ

ムの安全性は全時間に対して危険故障状態にある時間が

どれだけかで表される。

一方PFDは近似的に下式で表わすこともできる。PFD

を小さくするためには，故障率（λ）を小さく，修理率

（μ）を大きく（平均修理時間を小さく）すれば良い。

PFD＝　　＝λ×MTTR　（MTTR：平均修理時間）
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図２　安全計装システムの故障分類

図３　安全計装システムの状態遷移１
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4. 安全計装システムと他システムとの比較

4.1 リレーシステムの定期点検とPFD

電子式の安全計装とリレー式の安全計装との最大の違

いは，電子式システムは自己診断機能を持つが，リレー

には無いということである。この違いがPFDに大きく影

響する。

図４は検出可能危険故障と潜在危険故障を想定したシ

ステムの状態遷移を示す。PFDの式も示す。

自己診断機能を持つ電子式安全計装システムでは，故

障検出率がほぼ100%であるので検出可能故障状態１へ移

行する。これは通常の修理時間（MTTR）で状態０に復帰

するので危険故障状態の時間は小さい（PFD小）。

一方，リレーでは自己診断がないため全て潜在危険故

障状態２へ移行し，これは定期的なオフライン検査（プ

ルーフテスト）でしか検出できないため，危険状態２にあ

る時間は点検周期Tの半分と長くなる（PFD大）。通常

MTTRは数時間であるのに対しTは数ヶ月でありその差

は2～3桁になる。よって，リレーで電子式安全計装シス

テムと同等な安全性を実現するためには，現実的でない

間隔でプルーフテストを行わなくてはならない。

4.2 DCSの信頼性とSISの安全性

DCSの制御機能は高度なフォールトトレラント性を実

現しており，信頼性や稼働率の高さが実証されている。

それゆえシャットダウンシステムとしても利用されてい

るが，安全性の観点からはSISとしては適当でない。

DCSは時々刻々と入力信号そして内部状態が変化し，

その結果出力信号も変化しつづけることを前提に，それ

らの処理を正しく行えるかという観点で故障検出を行っ

ている。よってダイナミックな信号を扱いリアルタイム

での制御を行うDCSの自己診断での故障検出率は極めて

高いものがあり，これが「信頼性」が高いとされる所以で

ある。

しかしこれを安全計装目的で使用すると，入力信号が

変化しないスタティックな状況下に置かれるため，その

故障検出能力は大幅に低下する。例えば正常時ONの入力

は異常状態が発生するまでON状態でありつづけ，よって

内部状態も変化しないので診断も働かない。作動要求時

に必ず入力回路がOFFを検知できるかという観点での自

己診断は行っていないからである。よってDCSを安全計

装システムと同じ環境に置いた場合，リレーと同様な潜

在危険故障が定期点検時まで存在することになる。

一方，安全計装システムは入出力の信号が全く変化し

ない状況でも，信号を故意にダイナミックに動かして故

障を検知し，潜在故障を無くすようにしている。これに

ついては次章に解説する。

DCSは常にプロセスの制御動作を行っているため，そ

の故障はそのままプロセスに影響を及ぼすので制御機能

の「信頼性」が要求される。一方，安全計装システムは，

プラントの異常を監視しているだけで待機状態にあり，

プロセスに対して通常何も動作は行わないので故障が直

ちにプロセスの異常を起こすことはない。が，要求時に

確実にプロセスを安全側に導くという「安全性」が必要と

される。すなわち信頼性＝安全性ではない。

図４　安全計装システムの状態遷移２
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5. ProSafeシリーズの診断技術

5.1 ProSafe-DSP SLS

図５に基本的な磁気コア回路とその動作原理を示す。

SLSでは電流パルス列が継続している状態を論理“１”，

電流パルス列がない状態を“０”とし，さらにパルスのあ

る論理“１”を“安全状態”と定義している。電流パルス列

A，Bは周期が半分ずれており，また磁気コアへの巻きか

たが反対になっている。よってヒステリシス特性をもつ

磁気コアの磁化方向はA，Bパルスのたびに反転する。こ

の周期的な励磁の反転は磁気コアの２次側巻線に誘導起

電力としてあらわれ，それを使って出力パルス列A'を再

現し次のコアロジックに伝達する。この場合論理的には

A'＝A and Bとなる。Aパルス，Bパルスのどちらがなく

なってもコアの磁化は飽和したままとなり周期的な磁束

反転がなくなる。よって出力A'パルスは消失し，この

SLSパルス消失が出力まで到達した時にシャットダウン

となる。

また，図を見ても明らかなようにSLS回路は極めて単

純な構成であり，また各回路素子は一般的なディスク

リート部品を用いている。このため各回路素子の故障

モードは既知であり，どのような故障が発生してもSLS

パルスは消失するようにできている。よってSLSシステ

ムの故障は全て直ちに検出される安全側故障のみであ

る。さらに入力が変化しなくてもSLS内部の回路動作は

アクティブに行われており，また正常な動作自体がその

健全性の証明となっている。よって自己診断回路の付加

や特別なテスト動作などは不要である。これらの特長に

より，SLSは「本質的フェールセーフ」と呼ばれ，現在世

界最高の安全度水準SIL4（AK7）の認証を得ている。

5.2 ProSafe-PLC

ProSafe-PLCの自己診断は「リファレンス＆比較」を基本

として広範かつ徹底しており，自己診断によりシステム

の1000を超える故障が検出可能となっている。安全用と

して認証されるためには，検出されない既知の故障・障

害は許されない。認証された代表的なモジュールで診断

機能を紹介する。

制御機能を受け持つクリティカル・コントロール・モ

ジュール（CCM）の特長的な自己診断には以下のようなも

のがある。＊印は次に述べるディスクリート入出力用の

クリティカル・ディスクリート・モジュール（CDM）でも

共通である。

・RAMを２重化し，読出し時にハードウェアで比較照

合。このとき片方はインバートイメージとする。すな

わち片側が“０”ならもう片側は“１”となるように書き

込みを行うことで，故障検出率がさらに向上する。比

較診断回路自身も定期的にダイナミックに変化させ診

断。

・CPUのソフトウェア実行時間をWDT （Watch Dog　

Timer）でリファレンス時間と比較。（＊）さらにWDTは

アナログ・ディジタルの2つを用意し，この比較で
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図５　SLS基本回路
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WDT自身の故障も検出。

・CPU動作ソフトウェア実行シーケンスをリファレンス

パターンと比較。（＊）

・演算に使用する変数が設定した許容範囲内でかつデー

タ形式が正しいかを検査。（＊）

・I/Oモジュールで行われた入出力処理演算をCCMでも

実行し比較照合。

・冗長構成の場合，専用通信路を介して全ての演算や通

信，内部状態を比較照合。

CDMの診断も上記のCCMと共通的な項目に加え多く

行われているが，もっとも特長的な自己診断は，I/Oの

フィールド配線を含めた入出力回路が診断できることで

ある。これを以下に詳しく説明する。

入力回路診断（図６）：フィールドセンサのスイッチを

正常時閉（NC：Normally Close）とし，センサ側にSRSA

（Safety Related Switch Adapter）を付加して以下に示す

パルステストを行うことで，フィールド配線を含めた入

力回路を完全に診断することができる。

フィールド正常入力すなわちセンサスイッチON時，入

力電位ViはSRSAの電圧降下のためフィールド電圧24 V

に対して数V低くなっている。パルステストは出力ス

イッチを周期的にパルス的にONさせることで行い，この

ときViの電位もパルス的に24 Vとなる。さらにテスト時

には入力比較器の基準電圧を動的に変化させてViの電位

CDMモジュール内部�
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図６　CDM入力診断

を判定する。よってフィールド配線がどこかで短絡した

場合，Viは24 Vに固定されテストパルス入力時にも変化

せず，また配線が開放すればViは０となり，配線が切れ

かかっているなどの異常でインピーダンスが増大した場

合には異常な電位となる。よって内部入力回路を含めた

全ての故障が検出できる。Vfの電位を監視することで

フィールド電源電圧の異常検出も行っている。

出力回路診断：入力回路と出力回路は共通であるた

め，出力電圧を入力回路で読み返すことで，意図した値

と異なっていないか診断する。NCのときは入力の場合と

同様パルステストを行うことができ，出力回路の電位や

電流の検知によって配線の開放／短絡故障や回路の異常

を検出することができる。

ProSafe-PLCシステムは図７に示す1oo2D構成を取るこ

とができる。これは単純な比較による冗長化ではなく，

それぞれが徹底した自己診断回路を持ち安全性の高い

1oo1D構成を並列接続したものである。実行側システム

の自己診断が異常を検出した場合，実行側／待機側シス

テムの自動切換えにより，誤トリップを無くしてプラン

ト運転を継続することが出来るためアベイラビリティも

高いシステムとなる。

一般的な冗長化の問題点は，TMR （Triple Modular

Redundant）システムの多数決回路のような共通部が故障

した場合，１故障でシステム全体がダウンしてしまうこ

179
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とにある。しかしProSafe-PLCの1oo2D構成では共通部を

撲滅しているため１故障でシステムダウンになることは

極めて少ない。また同一ストレスによって複数の故障が

発生する共通原因故障については，1oo2D構成を物理的

に分離設置することで解決でき，また１システム内で

は，同一機能を異なる技術で実現する多様性技術

（Diversity）の適用で排除している。例えばアプリケー

ションロジックによる出力SWaには半導体SW，診断に

よる出力SWdにはメカニカルSWを採用しており，１つ

のストレスに対しても少なくともどちらか一方のSWに

よって確実にシャットダウン動作が行える。アナログと

ディジタルの２つのWDTも多様性技術の１つである。
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図７　ProSafe-PLC 1oo2D構成（SIL3）

6. お  わ  り  に

安全計装システムProSafeシリーズによって，プラント

の安全をより高めることが出来る。厳密な自己診断に

よって，安全性とアベイラビリティの両立ばかりでな

く，定期点検コストを含めた保守コスト削減にも有効で

ある。CENTUMとProSafeシリーズを組み合わせること

により，両者の特長である制御の信頼性と安全の確実性

を同時に実現・両立させることができるトータルシステ

ムを構築することができる。
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