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安全システムProSafe-RSの統合シミュレーション環境の構築
Integrated Simulation Environment for ProSafe-RS Safety System

近年のプラントにおいて，産業事故によるリスクを低減させるため，生産制御システム（DCSなど）による制御

層だけでなく，安全計装システム（SIS：Safety Instrumented System）を用いた防護層の設置が一般的になりつ

つある。安全計装システムは，プラントが危険な状態に陥った場合に，危険を回避するシステムとして必須であ

るが，その性格上実プラントにおいて，安全計装システムが作動することはまれである。このため，安全計装シ

ステム作動時の操作は，オペレータが経験しにくく，オペレータのための訓練システムが強くもとめられていた。

そこで，危険状態に直面したオペレータが，DCSとSISの両者を適切に操作することができるようにするための，

双方のオペレーションを統合した訓練ができるシミュレーション環境を開発した。
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In recent years it has become increasingly common for plants to be provided not only with the control

layer of a production control system (DCS, etc.), but also with the protection layer of a safety instrumented

system (SIS)to reduce the risk of industrial accidents.

The safety instrumented system is indispensable for avoiding risks to a plant failure. Inevitably,  however,

the system rarely operates in an actual plant and operators have few chances to use it, so a training

system for operators has been strongly awaited. We have therefore developed a simulation environment

that offers integrated training through which operators can learn how to handle both DCS and SIS

properly in the event of a critical situation.

1. は じ め に

近年のプラントにおいて，産業事故によるリスクを低

減させるため，生産制御システム（DCSなど）による制御

層だけでなく，安全計装システム（SIS）を用いた防護層の

設置が一般的になりつつある。安全計装システムは，プラ

ントが危険な状態に陥った場合に，危険を回避するシス

テムとして必須であるが，その性格上実プラントにおい

て，安全計装システムが作動することは希である。そこ

で，危険状態に直面したオペレータが，DCSとSISの両

者を適切に操作することができるようにするための，双

方のオペレーションを統合した訓練ができるシミュレー

ション環境を開発した。

参考までに，当社の安全システムProSafe-RSと生産制御

システムCENTUM（CENTUM CS 3000およびCENTUM

VP）による統合システムの構成例を，図1に示す（1）。

2. ProSafe-RS統合シミュレーション環境

図2に，ProSafe-RSとCENTUMの統合シミュレーショ

ン環境の構成を示す。ProSafe-RS の制御ステーション

図1　ProSafe-RS/CENTUM統合生産制御システム構成例
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（SCS）のシミュレータとCENTUMの制御ステーション

（FCS）のシミュレータ，および実プラントの動特性を模擬

できるプラントシミュレータ（オメガシミュレーション社

製）を，通信バスVnetのエミュレータ経由で接続する。こ

れにより，SCSシミュレータとFCSシミュレータが，プ

ラントシミュレータからの入力に基づいて安全ロジック

や制御演算を実行し，その結果をプラントシミュレータ

に出力する。プラントシミュレータは，実プラントと同等

の動特性に従って，内部的に持っている圧力データや温

度データなどを変化させる。SCS およびFCS のシミュ

レータはCENTUMの操作監視ステーション（HIS）から操

作監視ができるため，これらのコンポーネントを組み合

わせることによって，DCS，SIS，オペレータ用HISを通

して，プラント操業の実運転環境全体をシミュレーショ

ンできる。

SCSシミュレータ，FCSシミュレータおよびVnet通信

エミュレータは，PC上で実現されており，シミュレータ

の内部状態は保存されるので，復元することが可能であ

る。例えば，プラントに危険状態が発生する直前の状態を

記憶しておき，その危険状態に対処するための訓練を繰

り返し行うことが可能となる。この訓練シミュレータは，

DCSとSIS機能を包含するため，ベンダー毎のシミュレー

タを組み合わせた環境では実現できない統合的な訓練が

実現できる。

・HIS：CENTUM HIS（既存）

・プラントシミュレータ：OmegaLand（既存）

・FCSシミュレータ（既存）

・SCSシミュレータ（新規開発）

・Vnet通信エミュレータ（既存）

3. SCSシミュレータ

SCSシミュレータを設計するに当たっては，CENTUM

で既に提供されているFCSシミュレータのソフトウエア

資源を再利用した。

具体的には，SCS（実機）からアプリケーション実行機能

（安全ロジックエンジン）を取り出して，FCSシミュレー

タのアプリケーション実行機能（制御ロジックエンジン）

と置き換えるような構成とした（図3）。

SCS（実機）は，FCSのプラットフォームを流用してい

るが，安全システムの要件を満たすために，オペレーティ

ングシステムは一部修正している。しかし，SCS実機ハー

ドウエアの故障の自己診断は，シミュレーションの対象

外としているので，図3における「仮想オペレーティング

システム」では，このような修正部分は導入せず，FCSシ

ミュレータの仮想オペレーティングシステムをほぼその

まま利用している。

通信デバイスの部分は，基本的にFCSとSCSで同一な

ので，「仮想通信デバイス」もFCSシミュレータのものが

そのまま利用できる。

4. エンジニアリング統合機能

ProSafe-RSは，実機環境では既にオペレーション統合

はされているが，エンジニアリング統合はされていな

かった。従って，ProSafe-RSとCENTUMはそれぞれ全

く別のアーキテクチャーを持つエンジニアリング機能を

持っている。この条件下で，統合シミュレーション環境を

実現するには，二つの別々のアーキテクチャーを上手く

融合する必要がある。そこで，ProSafe-RSのエンジニア

リング機能からCENTUMのテスト機能経由でSCS シ

ミュレータを起動する設計とした（図4）。この仕組みによ

り，SCSシミュレータはProSafe-RSのエンジニアリング

機能（SENG）からも，CENTUMのエンジニアリング機能

（System View）からも起動することができるようにした。

つまり，CENTUMのエンジニアもProSafe-RSのエンジ

ニアも，SCSとFCSの統合シミュレーション環境を利用

することができるようになる。また，この構造は，

ProSafe-RSのエンジニアリング機能から，CENTUMの

テスト機能を内部的に流用しているため，SCS シミュ

レータの起動停止などの操作用のユーザーインタフェー

スはCENTUMと共通となり，テスト機能の操作方法の

図2　ProSafe-RS/CENTUM統合シミュレーションシステム

図3　FCSシミュレータとSCSシミュレータ
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共通化が実現されている。

SCSシミュレータは，CENTUMのシミュレーション環

境が提供するVnet通信エミュレータを経由して，HISや

ProSafe-RSのエンジニアリング機能と接続される。これ

により，ProSafe-RSのエンジニアリング機能から，SCS

シミュレータに対してオンライン変更ダウンロードを実

行したり，アプリケーションロジックのデバッグを行っ

たり，実機SCSに対するのと同等の操作を実行すること

が可能になる。

5. 安全規格認証上のキーポイント

ProSafe-RSは，国際安全規格（IEC61508）に準拠した製

品である。本稿で説明する統合シミュレーション環境は，

PC上で動作するソフトウエアであるが，ProSafe-RSの一

部としてリリースするためには，IEC61508の安全認証を

取得する必要がある。安全認証を取得する上で重要なの

は，安全機能（SCS で実行されるシャットダウンロジッ

ク）に悪影響を与えないことである。

統合シミュレーション環境は，PC上で動作するため，

シミュレーション環境上での操作が直接，SCS実機に影

響することはない。

しかし，前述の通り，SCSシミュレータはCENTUMの

テスト機能が起動する。CENTUMのテスト機能は，SCS

シミュレータの実行に必要なデータを，ProSafe-RSのア

プリケーションプロジェクトデータベースから取得して

から，SCSシミュレータを呼び出す。その際，テスト機能

を含むCENTUMのソフトウエアが，PC上にあるProSafe-

RSのアプリケーションプロジェクトデータベースを変更

するようなことがあると，間接的にSCSの安全機能に悪

影響を及ぼすこととなる。

こうしたことを避けるために，CENTUMのテスト機能

が，SCSシミュレータを起動する際に，テスト機能自身が

直接，ProSafe-RSのアプリケーションプロジェクトデータ

ベースを参照することがないような設計とした（図5）。つ

まり，

（1）ProSafe-RSのエンジニアリング機能は，ProSafe-RS

アプリケーションプロジェクトデータベース内に，

SCSシミュレータ用のデータベースを生成する。

（2）ProSafe-RSのエンジニアリング機能は，SCSシミュ

レータ用のデータベースを，CENTUMのアプリケー

ションプロジェクトデータベースにコピーする。

（3）ProSafe-RSのエンジニアリング機能は，CENTUMテ

スト機能経由でSCSシミュレータを起動する。

（4）CENTUMのテスト機能は，HIS，Vnet通信エミュ

レータと，SCSシミュレータを起動する。SCSシミュ

レータを起動する際にテスト機能は，CENTUMのア

プリケーションプロジェクトデータベースに置かれ

たSCSシミュレータ用のデータベースの所在を，SCS

シミュレータに通知する。

（5）SCSシミュレータは，CENTUMのテスト機能から指

示されたSCSシミュレータ用のデータベースを参照

して，自身の制御動作を実行する。

これによって，CENTUMのテスト機能は，ProSafe-RS

のアプリケーションプロジェクトデータベースの存在を

全く知らなくても，SCSシミュレータを起動することが

でき，相互干渉の可能性が低減される。

もう一つの安全規格認証上の問題は，操作監視機能に

よるオペレーション対象の混同を回避することである。

CENTUMのテスト機能を起動すると，HISもシミュ

レーションモードで起動する。その際，ウィンドウ枠を赤

色にするなど，オペレータに対して，視覚的にシミュレー

ションモードであることを明確に分からせる工夫がなさ

れている。

ProSafe-RSのエンジニアリング機能（SENG）にも，SCS

上で実行されているアプリケーションロジックの状態を

操作監視する機能が備わっている。SENGでSCS実機を

操作監視している時に，同一PC上で後からCENTUMの

テスト機能を起動しても，ProSafe-RSのSENGの操作監

視機能は相変わらずSCS実機との通信を続ける。つまり

同一PC上に，シミュレーションモードで動作するプログ

ラムと，実機モードで動作するプログラムが混在するこ

とになる。CENTUMのテスト機能の起動によって，ウィ

ンドウ枠が赤色になるなど，視覚的にはあたかもSCSシ

ミュレータの操作・監視を行っているように見えて，実際

図4　エンジニアリング機能とシミュレータ 図5　ProSafe-RSへのCENTUMからの影響の低減
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にはProSafe-RSのSENGではSCS実機を操作・監視する

ことになる（図6）。

これでは，誤った操作信号を，実プラントに対して送出

する恐れがある。安全システムとしては，エンジニアリン

グ用PCの運用手順に頼るだけではなく，システムとして

こうした事態に陥らないようにする必要がある。そこで，

ProSafe-RSのSENGがSCS実機と通信している時には，

CENTUMのテスト機能を開始できない設計とした。これ

により，SCSシミュレータを操作しているつもりで，誤っ

てSCS実機に操作信号を送ってしまうという事態を防ぐ

ことができる。

このような工夫により，S C S テスト機能を含めた

ProSafe-RSは，製品全体としてIEC61508のSIL3認証を

受けている。

6. ProSafe-RS/CENTUM統合テスト環境への応用

統合シミュレーション環境は，プラント訓練目的だけ

でなく，DCSとSIS全体としてのテスト環境としても有

用である。つまり，SCSシミュレータとFCSシミュレー

タが互いに通信しながら，全体のコントロールがされて

いる場合，実機無しに全てのアプリケーションのテスト

を実施することができる。

一つ一つのシャットダウンロジックが正しく動作する

かをテストする場合，従来はプラントの異常信号の入力

パターンを手動で入力してテストする必要があった。こ

の方法は，一つ一つのロジックを網羅的にテストするた

めに必須であるが，SISとDCSを合わせた全体のロジッ

クの妥当性検証をするためには，非常に手間が掛る。

統合シミュレーション環境では，プラントシミュレー

タにより，実プラントと同等の異常信号をプラントシ

ミュレータで生成させることができ，いちいち手入力に

より異常信号のパターンを入力しなくても，DCSとSISを

含めた全体のロジック連携の妥当性を確認することがで

きる。

7. お わ り に

今回の統合化シミュレーション環境の開発により，制

御層と防護層を含むトータルな運転訓練が可能になる。

これらの機能は，オペレータの熟練度を上げる効果が高

く，定常時だけでなく，事故発生時の対処の訓練も可能に

なる。また，制御層，防護層両方のユーザーアプリケー

ションのテストが，実プラントとは切り離された環境で

実施できるため，エンジニアリング効率が向上する効果

もある。

今後，シミュレーション環境の発展により，プラントの

通常オペレーションのみにとどまらず，プラントの立ち

上げや，点検・修繕，増改造といったプラントのライフサ

イクル全般における，生産制御システムおよび安全計装

システム双方の保守作業の模擬訓練も行えるようになる

と思われる。
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図6　操作監視機能によるオペレーション対象の混同
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