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安全計装システム ProSafe-RS における I/O のラインナップとして，新規に温度入力モジュール２機種を開発し

た。これらのモジュールは機能安全規格 IEC61508 の安全度水準 SIL3 を取得するとともに，安全 I/O として必

要な高速応答および高い信頼性を実現している。本稿では安全システムにおける温度入力モジュールの機能と，

その実現方法について紹介する。

We have developed two types of temperature input module as the I/O function of the ProSafe-
RS safety instrumented system. These modules conform to the safety integrity level (SIL) 3, 
which is defined in the IEC61508 international functional safety standard, and achieve fast 
response and high reliability. This paper introduces their functions in the safety system and 
describes how the functions are achieved.

1. はじめに

当社の安全計装システム ProSafe-RS は機能安全規格
IEC61508(1) の安全度水準 SIL3 に適合したシステムとし
て，多くのアプリケーションに使用されている (2)。

これまで温度入力の要求に対しては，信号変換器など
を使用してシステムを構築してきたが，そこでは信号変
換器の設置スペースが課題であった。特に SIL3 が要求さ
れる場合には，信号変換器などを冗長化構成にする必要
がありその負担は大きかった。今回開発した，SIL3 適合
の温度入力モジュール（熱電対入力の SAT145 と測温抵
抗体入力の SAR145）の概観を図 1 に示す。

図 1 温度入力モジュール外観

温度入力モジュールを使用することで，図 2 に示すよ
うに信号変換器などが不要になり，また同時に開発した
小型ターミナルボードとの組み合わせにより，設置スペ
ース問題を解消することができる。

図 2 SAT145 を用いた構成例

本モジュールの開発においては，統合生産制御システ
ム CENTUM VP の温度入力モジュール AAT145/AAR145
の基本仕様および高信頼性技術をベースにした。さらに
より高度な自己診断を導入することで，安全システムに
要求される安全度水準 SIL3 を実現した。また，安全シス
テムアプリケーションで要求される高速な入力応答 / 故
障検出の要件も実現するとともに，プラントの生産性を
向上させるべく，高い稼働率や高い保守性をあわせて実
現している。
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本稿では安全モジュールとして求められる高い安全度
水準，高速応答，高稼働率や保守性の向上について解説
する。

2. 温度入力モジュール SAT145/SAR145 基本仕様

今回開発した温度入力モジュール SAT145/SAR145は，
当社 CENTUM VP システムの温度入力モジュールであ
る AAT145, AAR145 と同等以上の基本仕様を実現した。
表 1 に本モジュールの基本仕様を示す。

入力点数を 16 点と多点入力としながらも，チャネル
の個別絶縁を実現し，データ更新速度も 150 ms と高速
性を達成している。

また，バーンアウト（断線検出）時間も CENTUM VP 
I/O モジュールに比べ１桁以上時間短縮して 1.5 秒とした。

3. 安全設計アーキテクチャ

1) SIL3 適合のための要件
ProSafe-RS では SIL3 の安全ループを構築できるよう

に，PFD (Probability of Failure on Demand) 値を，SIL3
の安全ループ全体の PFD 値（10-3 ～ 10-4）の 15%（1.5 
× 10-4）以下に収めることを設計目標としている。そのた
めには，プルーフテスト（定期点検で行う動作試験）の
間隔を 10 年とした場合，安全ループを形成する全ての
コンポーネントの検出不能危険故障率（lDU）の合計を
3.4 fit （34 万年に１回発生）以下にする必要がある。し
たがって，I/O モジュール単体では極めて小さな値であ
ることが求められる。

ま た，SIL3 の 要 件 と し て SFF (Safe Failure Fraction: 
( ( 全故障率 - lDU) ÷ 全故障率 ) ×100%) を 99% 以上とす
ることが IEC61508 で規定されている。これは，あらゆ
る自己診断を駆使して検出不能危険故障率を 1% 未満に
抑えなければならないことを意味している。

2) 安全設計
ProSafe-RS の既存 I/O モジュールで実績のある，２つ

のマイクロプロセッサを使用して演算結果を比較する方
式を継承し，高い故障検出率を実現した。

さらに入力回路においては，回路の動作点を意図的に
変化させて故障を検出する活性化診断や，回路を多系統
化しその系統間の比較を行って故障を検出する比較照合
を実施している。本モジュールはこれらの診断処理を適
切に実装することによって高い故障検出性能を実現した。

3) 安全性の確認
SIL3 に適合していることの確認は，FMEDA (Failure 

Modes Effects and Diagnostic Analysis) 手法によって分
析を行った。その分析が正しいことをフォルトインサー
ションテストなどの実機検証にて証明している。

4. モジュール構成と診断

 � モジュール構成
図 3 に温度入力モジュールの全体構成図を示す。シス

テム側とチャネル側は絶縁されており，さらに，各チャ
ネルは個別に絶縁されている。２つのマイクロプロセッ
サは，それぞれが各チャネルの入力値を読み出して温度
データに変換する。変換結果をマイクロプロセッサ間で
比較チェックすることで，入力情報の妥当性とマイクロ
プロセッサの健全性を確認している。

図 3 モジュール全体構成図

図 4，図 5 に，それぞれ SAT145, SAR145 のチャネル
部の詳細を示す。チャネル毎に入力回路，A/D 変換器な
どが実装される。

 � 入力チャネルの診断
各モジュールのチャネル回路の構成に応じた診断を実

施し，高い故障検出性能を実現した。入力回路はセンサ
からの信号を受ける回路であり，アナログフィルタやオ
ペアンプなどで構成されるアナログ回路である。
a) SAT145

SAT145 は熱電対（TC）に発生する電圧を読み出して
温度を算出する。
図 4 に示すように，１チャネルあたり２系統の入力回路
で構成し，この２つの入力回路から読み出す情報を比
較照合することで，入力回路部の故障を検出している。

表 1 温度入力 I/O モジュールの基本仕様
形名

仕様 SAT145 SAR145

モジュール機能 TC/mV 入力 RTD 入力
入力点数 16 点 16 点
入力信号 TC 入力：

 J, K, E, T,
 S, R, N, B
mV 入力：
-100 ～ 150 mV

RTD 入力：
 Pt100, Pt50, Pt200,
 Pt500, Pt1000
 Ni100, Ni120

精度 TC : ± 40 mV
mV : ± 40 mV

800 W range : ± 180 mW
4000 W range : ± 1700 mW

絶縁タイプ 個別絶縁 個別絶縁
データ更新速度 150 ms 150 ms
バーンアウト
検出時間

1.5 sec 1.5 sec

・
・
・
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b) SAR145
SAR145 は測温抵抗体（RTD）に電流を流し，発生す
る電圧を読み出して温度を算出する。
図 5 に示すように，１つの入力回路と電流源から構成
され，測温抵抗体に流す電流値を意図的に変更し，入
力回路の活性化をすることで入力回路部の故障を検出
している。

図 4 SAT145 のチャネル構成図

図 5 SAR145 のチャネル構成図

5. 高速応答の実現

先述のようにチャネル毎に A/D 変換器を実装させて全
チャネルが同時に A/D 変換を取得できる構成とし，入力
データの取得サイクル自体を速くすることで入力応答速
度の高速化を実現した。

これに加え，安全計装システムで必要な EN298（バー
ナマネジメント規格）に規定されているフォルトリアク
ションタイム３秒以内を実現するために，自己診断の高
速化も実現した。

ほとんどの自己診断は入力データと同じくデータの取
得サイクルを速くすることで高速化を実現しているが，
配線の断線を検出するバーンアウト検出は，この方法だ
けでは実現できないため，次に示す方法で高速化を実現
している。

センサの断線またはフィールド配線の断線が発生した
場合，PV 値をあらかじめ設定されたバーンアップ方向ま
たはバーンダウン方向に意図的に遷移させ，上位システ
ムで断線を判定する。

一般的に，断線が発生した場合はフィールド配線間や
I/O モジュール回路内の浮遊容量による影響で入力電圧
が保持され，即時に断線を検出できない。このためバー
ンアウト検出用電流を流すことで PV 値を意図的に遷移

させて検出するが，CENTUM VP システムの温度入力モ
ジュールでは，回路構成上，断線検出までに時間がかか
っていた。

本モジュールは断線検出時間を早くするために，以下
の仕組みを導入して解決した。

a) SAT145
SAT145 ではバーンアウト検出用電流を大きくするこ
とで，遷移時間を速め検出時間の高速化を可能にして
いる。
なお，バーンアウト検出用電流は PV 値の A/D 変換に
影響しないタイミングで流して入力精度への影響を防
止している。

b) SAR145
SAR145 では，測温抵抗体に流す電流源を２系統持つ
ことで断線時の浮遊容量による影響をなくし，検出時
間の高速化を可能にしている。
この際に，２つの電流源を交互に入れ替えながら測定
を行うことで，電流源の相対誤差の影響を補正し精度
への影響を低減している。

6. 高稼働率と保守性の向上

安全システムとしての安全度水準や高速応答性が求め
られる一方，システム全体として高稼働率や保守性も求
められる。そのためには，高い耐ノイズ性能や，故障時
の要因特定の容易性が必要となる。

6.1 高稼働率
耐ノイズ性を高めるため，ハードウエアによる対策は

もちろんのこと，ファームウエアにおいても対策を実施
している。取得するデータのうちフィールドの影響の受
けるデータに対して適切な A/D 変換サンプリングレート
を設定することでノイズの流入防止を行う。また，それ
でも流入する一過性ノイズに対してはフィルタを設ける
ことで影響の軽減を行っている。

また故障やフィールド配線の異常が発生した場合，発
生直前の PV 値を保持して故障を通知することができる
ので，異常発生時のシステム挙動をアプリケーション毎
に最適化することが可能である。特に二重化構成では，
故障が発生しても PV 値がバンプレスに切り替わること
ができ，システム制御動作の継続を可能にしている。

このような仕組みを設けて高稼働率の実現をした。

6.2 保守性の向上
発生した故障に応じて迅速で的確なメンテナンスが施

せる保守性が求められ，このためには正確に故障個所を
特定する必要がある。

特にフィールド配線の断線などの外部要因故障と，モ
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入力回路２
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ジュール内部部品の故障などの内部要因故障とを切り分
けられる事が重要である。このために切り分けのための
診断回路を追加し，また，より多くの診断情報を取得す
ることで故障要因の特定機能を強化し，保守性の向上に
努めた。

7. 専用小型ターミナルボードの特長

TC, RTD 入力モジュール向けに開発した専用小型ターミ
ナルボード SBT4D，SBR4D の特長について紹介する。

図 6 に小型ターミナルボードの概観を，表 2 に基本仕
様を示す。

図 6 小型ターミナルボード外観

限られた実装スペースを効率よく利用するためには，
単位面積あたりの I/O 点数密度を高くするだけでなく，
１モジュール単位で自由に配置可能なターミナルボード
が求められる。

今回開発した小型ターミナルボードは，モジュールと
１対１接続，横幅は 4.3 インチとして，省スペース化を
実現した。

また，これら小型ターミナルボードは縦方向や横方向
に係わらず設置が可能であり，また，汎用の DIN レール
取り付けとしたことで，さまざまな市場要求にフレキシ
ブルに対応することができる。

表 3, 表 4 に 19 インチサイズのスペースに設置する場
合の実装可能な入力点数を示す。本ターミナルボードは，
CENTUM VP の温度入力用のターミナルボード（AET4D, 
AER4D）と比べて，19 インチ幅当りで比較して，SBT4D
で２倍，SBR4D で４倍に実装効率を改善した。

8. おわりに

本稿では，ProSafe-RS の SIL3 対応温度入力モジュー
ルの基本仕様，特長を紹介した。

今後も更に市場要求に合致する ProSafe-RS の入出力モ
ジュールのラインナップを追加することにより，安全シス
テムアプリケーションへのユーザビリティを高め，より高
度な安全ソリューションの進化・発展を目指していく。
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表 2 小型ターミナルボードの基本仕様
形名

仕様 SBT4D SBR4D

機能 TC/mV 入力用
RJC（基準接点補償）付

RTD 入力用

入力点数 16 点 16 点
サイズ 横幅 4.3 インチ

(110 × 90 × 35 mm)
横幅 4.3 インチ
(110 × 90 × 35 mm)

表 3 TC/mV 入力の実装点数
形名

仕様 SBT4D AET4D

接続モジュール数 １モジュール ２モジュール
19 インチ幅当たりの
入力点数

64 点
（４台設置可）

32 点
（１台のみ設置可）

表 4 RTD 入力の実装点数
形名

仕様 SBR4D AER4D

接続モジュール数 １モジュール １モジュール
19 インチ当たりの
入力点数

64 点
（４台設置可）

16 点
（１台のみ設置可）
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