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すべての機器におけるニーズを満たします

PROGNOST®-SILverでは機器という資産を保護するため、
自由度の高い、かつ手早く作業可能な統合的プラットフォ
ームを採用しています。以下に挙げるように、運転担当と
計装担当が必要とするすべての機能を提供します。 

• 状態監視
• 機器保護
• 診断ベースのSIL 3認定緊急停止装置 
上記すべてが1つのラックで実現できます。このシステムは、
生産を最大限に伸ばしつつ適切な機器保護が実現できる
よう設計されています。
 
スマートモジュラーコンセプト採用で、今後追加で機器保
護が必要になった際も、既設システムの置換や拡張で対
応可能となります。また、旧型のPROGNOST®-SILverラッ
クユーザーは、これまで使用していたPROGNOST®入力カ
ードが再利用可能です。

往復動機器へのフォーカス

往復動機器の信頼に足る監視には多くの困難が伴いま
す。PROGNOSTシステム社は、25年前に専用ソリューショ
ンの開発を開始し、今もなお業界標準である「セグメント
化信号解析」を開発しました。PROGNOST®-SILverには、

状態監視、機器保護、緊急停止装置

特殊解析に基づく往復動圧縮機の数百万時間の監視実
績がDNAとして備わっています。信号精度チェック、実績
に基づく信頼に足る監視と保護解析が、誤トリップと不良
の見過ごしをゼロにします。

利点一覧

• 強力かつ証明された高信頼信号解析
• 3in1:状態監視、機器保護、緊急停止装置
• 往復動機器を中心としてすべての機器に対応
• IEC61508 (2010) SIL3認定設計
•  68入力チャネル、30リレー出力搭載、24デジタル入力、

最大272の温度入力チャネル
• 最大32台の機器を同時監視
•  ユーザーフレンドリーなPROGNOST®-Adminソフトウェ

ア。以下のドラッグ&ドロップ設定: 
 -カードとチャネル　-センサとDCSの入出力　– チャネ
ル名の現地語表示　– ボーティングロジック、規定外レン
ジ、トリップマルティプライヤ 

   等 
• 危険域への設置
• ホットスワップ可能なカード
• 冗長電源
•  既設PROGNOST®-SILverラックから容易にアップグレー
ド可能 
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PROGNOST®-SILver保護解析

往復動圧縮機用セグメント化振動解析

PROGNOSTシステム社は、セグメント化した振動解析を
開発し、1回転360度をクランク角10度ずつの36個のセグ
メントに分割することが最善の方法だという結論に至りま
した。これは1回転における平均振動を評価するうえで最
も正確な割合と考えられています。

クロスヘッドスライド:36セグメントの 
RMS振動

クロスヘッドスライド部の振動から、機器駆動部に関する
情報が得られます。往復動機器には特有の振動傾向があ
り、誤警報を防ぐためにはこれを考慮する必要があります。
振動信号を最も正確な解析法を使って評価しなければな

りません。往復動機器に対しては、実効値(RMS）解析のみ
が信頼性の高さを証明しています。これが振幅だけでは
なく、衝撃のエネルギー量も考慮に入れるためです。

ピストンロッド位置:ピークトゥピークの8セグ
メント

ピストンロッド位置は、毎回転クランク角45度刻みで監視・
解析され、ピストンロッドとパッキンの危険状態を検出し
ます。同時に、ライダーリング監視のために平均ピストンロ
ッド位置をDCSへ転送することも可能です。

追加解析

• プランジャー位置ピークトゥピーク
• ギャッププロテクション
• シリンダ圧力ピークトゥピーク(差圧)
• 径方向シャフト振動ピークトゥピーク
• 軸方向シャフト位置ピークおよび平均
• 振動RMSおよびピーク
• 平均温度
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簡単で時間効率の高い設定

• ユーザーフレンドリーで説明不要な直観的な利用
•  専用の設定権限により管理者以外のアクセスを防止 
• ハードウェアのロックとパスワードによる設定保護 
•  イーサネット接続と専用ソフトウェアによるハードウェア

ラックの設定

ドラッグ&ドロップの選択式ライブラリ

事前設定された機器型式、構成部品、センサの広範なラ
イブラリにより、機器やセンサ、カード、解析パラメータ、ボ
ーティングロジック、その他多くの設定をドラッグ&ドロップ
で実施可能です。

PROGNOST®-Adminを使用したユーザーフレンドリーなラック設定

現地語名・国際語名 

PROGNOST®-SILverおよびPROGNOST®-Adminは多言
語に対応しており、機器、部品、タグ、ループ等の名称をほ
ぼすべての言語で設定できます。

機器別の解析期間設定

機器が変われば設定も変えなければなりませ
ん。PROGNOST®-SILverは、すべての解析が個々の機器
要件に完全に合致するよう設定可能です。

• 基準速度および位相(クランク角) 
 (往復動圧縮機)

• 速度および時間領域(速度範囲)
 (遠心式機器)

• 時間領域
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ボーティングロジック、規定外レンジ、トリップマルティプライヤ
 

SIL 3認定ボーティングロジック

PROGNOST®-SILverでは他に類のない多彩なボーティ
ングオプションが利用可能です。システムに搭載された使
いやすいハードウェア設定ツール、PROGNOST®-Admin
により、ドラッグ&ドロップ機能を使うだけで非常に高度な、
多段階のボーティングスキームを設定することができます。

• 既定の機能ブロックを併せたボーティング設定 
• 警報ロジックは最大5階層のロジック設定可能
• ボーティングオプション:1アウトオブX、2アウトオブX、全
アウトオブXボーティング出力を他のボーティンググループ
と関連づけることが可能
• ボーティングロジックによりリレー出力が発報 
• 警報ロジックはその他のステータス数値を考慮可能 
 (例:規定外レンジ、センサ、信号、解析、 
 デジタル入力、ボーティング出力)

• 機器およびセンサをベースとしたバイパス設定

規定外レンジ

遠心式機器はその運転特性上、誤トリップを防ぐため、起
動または停止等の所定の運転状態で、自由に安全限界値
を設定できることが求められます。 

PROGNOST®-SILverでは4種類の規定外レンジが採用可
能で、特定の機器運転状態中の安全限界値を自動で調節

して、誤トリップや誤警報のリスクを取り除きます。

トリップマルティプライヤ

PROGNOST®-SILverの安全限界値は、DCSからの信号調
整により、境界値を増加させ、ロード変動、速度変動、機器
起動停止等の運転条件の変更時に、警報が発報されるこ

とを防ぐことが可能です。
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危険区域への設置で配線コストを削減

配線コストを大幅削減

危険区域、ゾーン2に保護ラックを設置すると大幅な費用
節減が可能になります。センサからPROGNOST®-SILver
の入力部まで、短距離の直接配線となるので、例えばジャ
ンクションボックスからラックキャビネットまでの費用のか
かる現場配線が不要になります。PROGNOST®-SILverは、
費用がかさむ防爆ハウジングやパージ式ハウジングが無

くてもゾーン2で使用できるため、1ループ当たりのコスト
のみならず、ハウジングコストも削減できます。イーサネッ

トおよび光ファイバーにより、保護ラック(MPS)から制御室
(CMS)までの距離を 1,000m以上にすることが可能です。

既存設備のシームレスな統合

センサと配線は、監視システムの改良や拡張でコスト高の
要素です。PROGNOST®-SILverは既設のセンサを使用し、
コストを削減するのに十分な自由度を有しています。モー
ターコイル温度やモーター電流信号等の防爆信号と非防

爆信号が1つの保護ラックで混在する可能性がある場合
も、別途バリアを設ける必要がなく、最大の費用効果を生
み出します。

PROGNOST®-SILverの幅広い認証取得

最新の最も厳しい業界基準を満たすことで、本製品の
優れた性能は中立的第三者機関により確認されてい
ます。PROGNOST®-SILverは下記の認証を保有して
おりますがこれは一部です:IEC61508:2010 (SIL 3)
、ATEX、IECEx、US/CSA、KOSHA、GOST-R-Ex。認証の数は
増え続けています。完全な一覧については当社ウェブサイ

トをご覧ください。
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最大30のSIL認定リレー接点を有する3枚の出力カード

SIL 3認定のついた30のリレー出力 

機器保護システム(MPS)に要求されることは重篤な二
次損傷を防ぐことです。必要な時にMPSが機器を確実
に停止させなければなりません。警報を実行させるた
め、PROGNOST®-SILverでは、合計30のSIL3認定取得の
リレー出力を搭載した最大3枚のDIOカードが取り付け可
能で、個別にシステムの警報、緊急停止、不安全ステータ
スまたはボーティングロジック出力を割り当てることが可
能です。 

PROGNOST®-SILverでは、すべてのリレーが内蔵されゾ
ーン2での運転用に認可されているため、追加の緊急停止
装置や安全PLCは必要ありません。

DCSからの信号処理用のデジタル入力 

PROGNOST®-SILverはDCSシステムから最大24個のデ
ジタル信号を受けられます。これにより、「機器をバイパス」
、「チャネルをバイパス」、「停止入力をリセット」、「規定外レ
ンジを有効化」といったコマンドをシステムが実行します。
機器の全運転状況下においてSIL要求を損なうことなく最
大限の自由度が得られます。
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入力およびインターフェースカードの技術的詳細

種類 測定パラメータ 入力パラメータ

AI1-B ICP 振動(加速)
クロスヘッド、シリンダ、ベアリング
フレーム(クランクケース)
振動(速度)
ケーシング、ベアリング、配管

アンチエイリアシングフィルタ
解像度16ビット
本質安全入力
4チャネル

AI2-B 4-20 mA シリンダ指示圧力
圧縮室
吸入/吐出圧力
配管
温度
ベアリング、ガス、弁

ベッセル型ローパスフィルタ
8段階可変カットオフ周波数
解像度16ビット
本質安全入力
4チャネル

AI3-B渦電流 動的位置（変位）
ピストンロッドの位置、プランジャーの位
置
軸振動、軸力

アンチエイリアシングフィルタ
解像度16ビット
本質安全入力
4チャネル

AI4-B電圧 間接的圧力測定
シリンダタイロッド、ひずみゲージ

入力電圧範囲 
 +/-10、 +/-5、 +/-2、 +/-1ボルト
アンチエイリアシングフィルタ
解像度16ビット
本質安全入力
4チャネル

AI6-2温度 温度 2-/3-/4線 PT 100/1000
熱電対
本質安全入力
16チャネル

CI1-2通信インタフェース DCSとのインタフェース
 Modbus RTU、TCP

2x RTU
1x TCP

MI1-2モニタリングインタフェース PROGNOST®-NTとのインタフェース FOケーブル(LCコネクタ)

TI1-B トリガー 基準位相 EN 60947-5-6準拠のNAMUR入力  
トリガーカムまたはトリガーホールの検
知
本質安全入力
4チャネル

17スロットの本質安全チャネル

PROGNOST®-SILverは68個の安全なSIL認定入力を提
供する唯一の保護装置です。PROGNOST®ラック1台で、
既設センサを有する機器からの信号だけなく、それ以外
の機器からの信号も同時に処理します。さらに、このシステ
ムは272の温度信号監視が同時に可能です。ユーザーに
とって、これは大容量と高コスト効率の両方を意味します。

バリアは不要

PROGNOST®-SILverは、すべてのチャネル用に本質安全
防爆入力を搭載しています。各チャネルのガルバニック
絶縁によりインタフェースの抵抗を高めています。

アナログ入力（AI）カードの技術データ

• 各入力チャネルのガルバニック絶縁
• 1チャネル当たり2つのA/Dコンバータ（冗長化）
•  サンプリングレート：1チャネル当たり25 kHz、100 kHz

にも対応
• DSPおよびFPGA技術
• カードのセルフテスト
• 連続の信号統合性解析:
  -故障検知(開路)
  -故障検知(短絡)
  -冗長信号処理による故障検知
  -故障検知(電源供給) 　- 測定レンジ外
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主原因解析用データ記録

緊急停止信号後の信号解析

重要機器ではPROGNOST®-NT等のフルスペックでの状
態監視システムを通常必要としますが、重要度の低い機
器では多くの場合、機器保護システムのみが求められま
す。しかし、保護装置が機器運転を緊急停止させた後はど
うなるのでしょうか？問題の主原因をどうすれば突き止め
られるでしょうか。

PROGNOST®-SILverのユーザーであれば診断のスペシャ
リストから回答が得られます。緊急停止やその他運用に決
定的に影響する状況の発生時、オンデマンドでのサポート
が利用可能です。この特殊なサービスにはオプションで利

用できる記録機能が必要になります。該当する機器からデ
ータを回収した後、PROGNOSTカスタマーサポートチーム
が初期所見をお知らせし、要請に応じて、詳細な結果を記
載した報告書をお渡しします。 
この有意義な故障解析は以下に基づいて行われます:

•  停止前および停止中のすべてのオンライン信号を記録
するリングバッファ

• 監視パラメータのトレンド
•  各機器、センサ、またはPROGNOST®-SILverカードの警

報等のすべてのステータス情報に関するプロトコル

USER
Machine 

Maintenance

Web Portal

PROGNOST
Data Analyses

and Consultancy

USER
 Upload to
Web Portal

Data
Upload
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MPSの早期更新が要求される場合

EASYUPGRADE

既存PROGNOST®-SILver カードを使用す
れば費用の節減が可能

現行のPROGNOST®-SILverユーザーはアダプタカード
によって、お使いの入力カードを新しいPROGNOST®-
SILverプラットフォームでご利用いただけます。  

これで費用が削減でき、最新のPROGNOST®保護技術へ
簡便かつ効率的にアップグレードできます。さらに、新し
い強力かつ使いやすいPROGNOST®-Adminソフトウェア
を使用することで既存の入力カードを設定できます 
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ゾーン2のPROGNOST®-Navigatorフィールド表示

PROGNOST®-Navigator現場ディスプレイ
(HMI)

• 機器近傍で機器状態情報を確認; 
  特に機器の起動時に有用

• 基本的なトレンドデータ
•  各センサおよびループのステータス情報（警告、緊急停

止、不安全）
• 直観的な情報の掘り下げ
• PROGNOST®-SILverステータス情報へ簡単にアクセス
• PROGNOST®-SILverの健全性と設定状態
• 認証:
 - ATEXゾーン2およびゾーン22
 - FMクラス /ディビジョン2
 - cULusクラス / ゾーン2
 - 12インチディスプレイ

画面上で確認できること:

• 最大32機の監視情報
• PROGNOST®-SILverシステムステータス
• サービスログブック
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PROGNOST®-NTを使用したオンライン診断

Early Failure 
Detection

Protection
Analyses

Wear
Monitoring

Process Data
Analyses

Component
Tracking
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Monitoring

Performance
Optimization

Rotating
Equipment

VISUALIZATION

MA
CHINE PROTECTION
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PROGNOST®-NTを使用したオンライン診断
PROGNOST®-NTは重要機器と汎用機器の両者に
対し完璧なソリューションとなります。早期の故障検
出によりMTBMを伸ばしたいと望むユーザーは少
なくともPROGNOST®-NTの能力の一部に頼っていま
す。PROGNOST®-NTソフトウェアモジュールは、お客様の
監視方針や機器の故障履歴に応じてカスタマイズ可能です。

PROGNOST®-SILver安全保護およびオン
ライン状態監視を組み込んだ自動機器診断
システム

PROGNOST®-NTは問題を発見するだけでなく、部品特
定、部位、損傷度の表示を併せた正確な診断を提供します。
これらの情報を知ることで、必要となる保全作業の内容や
時期に関する判断材料が揃った状態で決断できます。

運転状態の自動検知

PROGNOST®-NTは機器の変動する運転状態を把握す
ることで、事前に設定した閾値設定に自動で切り替わりま
す。これにより負荷条件の変化によるエラー警告の発報
を防ぎます。

診断データベースと完全に統合されたパター
ン認識

あらゆる主要故障モードは故障パターンデータベースに
保管されているので、それに基づき自動で診断を行い、更
にエラーが出ている部品の故障の種類と部位を含めたテ
キストメッセージを明示します。 
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