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モジュール故障のメンテナンスに対しては、
すべ
てのメインプロセッサや入出力モジュールで単一
故障が発生した時には、稼動中の2回路で2重化
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グループとのタイアップによる）

安心で確実な現状復帰が行えます。

プラントの長期運用における高い安全性と
稼動性の両立

安全計装システム
（SIS）
インテグレーション

提供するソリューション

※ SIL：I EC 61508/ JIS C 0508 の定義する

安全計装システム
（SIS）
フィールドサービス

Safety Integrity Level /安全度水準

たとえば、入出力モジュール故障時には、該当モ

ホットラインサービス、
技術者派遣
部品供給、
定期保守
製品トレーニング

ジュールの2重化への縮退時に、
スペアモジュー
ルをアクティブモジュールの隣にあるスペアス
ロットに装着すると、自己診断により健全性を確

アクティブモジュール
スペアスロット

認後に自動的にスペア側へ切り換わり、3重化運
転に復帰します。
その後、
非アクティブ状態になっ

Tricon

I/Oモジュール実装構造

た故障モジュールを抜き取ることで交換作業が

●

終了します。

●

●
●
●

Auto Spare

Input
Leg

Auto Spare
I/O Bus

A

Input
Leg
Input
Termination

B

TriBus

Main
Processor

I/O Bus

C

Triconexシリーズ

A

TriBus
I/O Bus

B

TriBus

Input
Leg

Main
Processor

2-out-of-3冗長アーキテクチャ

Output
Leg

C

ご注文・ご使用に際しては、見積・契約基本条件（下記URL）を必ずお読みください。

http://www.azbil.com/jp/product/factory/estimate.html
あわせて「ご注文・ご使用に際してのご承諾事項」（下記URL）をお読みください。

http://www.azbil.com/jp/product/factory/order.html
［ご注意］ この資料の記載内容は、お断りなく変更する場合もありますのでご了承ください。
本資料からの無断転記、複製はご遠慮ください。

ご用命は下記または弊社事業所までお願いします。

A

※2012年4月1日、株式会社 山武 は アズビル株式会社 へ社名を変更いたしました。

Output
Leg

B

Main
Processor

●

Advanced-PS、Harmonas-DEO、DOHS、DOGS、DOPC、DOPL、IOUS、LCNは、
アズビル株式会社の登録商標です。
Triconex, Tricon, Tricon CX, Trident, Triconex GP and TriStation 1131 are trademarks and
the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies.
MELSECNETは、三菱電機株式会社の登録商標です。
ETHERNETは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
Modbus is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and
affiliated companies.
その他本文中に記載している製品名、機種名、社名は、各社の商標または登録商標です。

Output
Leg

C

Voter

本社

Output
Termination

〒100-6419

北海道支店
東 北 支 店
北関東支店
東 京 支 社

東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル

(011)211-1136
(022)290-1400
(048)621-5070
(03)6432-5142

中
関
中
九

部
西
国
州

支
支
支
支

社
社
店
社

(052)324-9772
(06)6881-3331
(082)554-0750
(093)285-3530

〈アズビル株式会社〉 http://www.azbil.com/jp/

初版発行：2008年9月-O
印
刷：2017年4月(第5版)-O
（3）

CA1-SOL320

CA1-SOL320

Harmonas-DEO

Triconexシリーズは、世界有数の大手

Triconexシリーズ インテグレーション
ビジュアル統合

グローバル企業や石油化学系ライセンサ
ポイント監視・警報
ロジック状態監視
システム状態監視
メンテナンスバイパス機能

で標準採用されるなど、全世界で13000
システムを超える稼動実績があります。
また、米国の「コントロールマガジン」誌

TSS
シン・クライアント・
スーパバイザリ・サーバ

において読者が選ぶ安全計装PLCの最

DOSS
スーパバイザリ・
ステーション

DOHS TM
ヒストリ・
ステーション

SISサーバ
・プログラミング ツール
・診断詳細情報
・メンテナンス
バイパス管理

DOGS TM
ゲートウエイ・
ステーション

優秀製品賞を長年にわたり多数受賞して

制御LAN

おり、長期にわたりユーザの信頼を獲得
の日本国内における販売代理店として、

安全計装コントローラに求められるのは、
プロセ

供給元のシュナイダーエレクトリックシステ

スの遮断要求発生時に確実に動作する安全性

ムス株式会社とのタイアップにより、安全

と、
システム内に起きる異常状態による不要なプ

計装システムの設計・製作から保守に至る

ロセス遮断を、むやみに発生させない稼動性を

までのライフサイクルにわたりお客さま

両立させる高いレベルの信頼性です。

をサポートします。

この鍵となるのは、冗長化技術や診断技術と、

世界トップクラスユーザからの
信頼と実績

DOPL

DOPC TM Ⅲ

しています。
アズビル株式会社は、本製品

TM

DCS情報との
組合わせ診断

Ⅱ

Triconex I/F
（冗長化）

MELSECNET
IOM

ModbusTM-TCP
(Ethernet)
Triconexシリーズ

Advanced-PS

Triconexシリーズ インテグレーション
ビジュアル統合

それらをベースにしたオンラインメンテナンスです。

IOUS TM 500

US

Triconexシリーズは、
３重化と2-out-of-3の
多数決論理による冗長化機能を応用し、単一故
障による影響を防ぎます。また、
充実した自己診断

ポイント監視・警報
ロジック状態監視
システム状態監視
メンテナンスバイパス操作

SISサーバ
・プログラミングツール
・診断詳細情報
・メンテナンス
バイパス管理

LCN TM

と合わせて、SIL※3の安全度水準に適合し、かつ

E-IM

NIM

理 論 値 M T T F 10 0 年 以 上 の 高 稼 動 率が 実 現

UCN

されています。

PM100

PM-EX
シリアル
通信
モジュール

Triconex
シリーズ

Triconex I/F
（冗長化）

UCN-E
（Ethernet）

シリアル
通信
モジュール

Triconex
シリーズ

Modbus RTU
(Serial)

DCS情報との
組合わせ診断
Modbus-TCP
(Ethernet)

Modbus RTU
(Serial)

Triconexシリーズ

モジュール故障のメンテナンスに対しては、
すべ
てのメインプロセッサや入出力モジュールで単一
故障が発生した時には、稼動中の2回路で2重化
運転を継続しながら、
ユーザに分かりやすい異常

安全計装ロジックソルバー
Triconexシリーズ
安全計装フィールド機器

安全計装システム
（SIS）
コンサルティング

発生警報を表示し、
ヒューマンエラー防止を十分

（差圧発信器 GTX、
PST 用スマートESDデバイス）

安全要求仕様検討コンサルティング
安全ループのSIL適合確認
（PFD検討）

に配慮した簡単な方法でモジュール交換ができ、

（ Schneider Electric SE の
プロセス安全コンサルティング
グループとのタイアップによる）

安心で確実な現状復帰が行えます。

プラントの長期運用における高い安全性と
稼動性の両立

安全計装システム
（SIS）
インテグレーション

提供するソリューション

※ SIL：I EC 61508/ JIS C 0508 の定義する

安全計装システム
（SIS）
フィールドサービス

Safety Integrity Level /安全度水準

たとえば、入出力モジュール故障時には、該当モ

ホットラインサービス、
技術者派遣
部品供給、
定期保守
製品トレーニング

ジュールの2重化への縮退時に、
スペアモジュー
ルをアクティブモジュールの隣にあるスペアス
ロットに装着すると、自己診断により健全性を確

アクティブモジュール
スペアスロット

認後に自動的にスペア側へ切り換わり、3重化運
転に復帰します。
その後、
非アクティブ状態になっ

Tricon

I/Oモジュール実装構造

た故障モジュールを抜き取ることで交換作業が

●

終了します。

●

●
●
●

Auto Spare

Input
Leg

Auto Spare
I/O Bus

A

Input
Leg
Input
Termination

B

TriBus

Main
Processor

I/O Bus

C

Triconexシリーズ

A

TriBus
I/O Bus

B

TriBus

Input
Leg

Main
Processor

2-out-of-3冗長アーキテクチャ

Output
Leg

C

ご注文・ご使用に際しては、見積・契約基本条件（下記URL）を必ずお読みください。

http://www.azbil.com/jp/product/factory/estimate.html
あわせて「ご注文・ご使用に際してのご承諾事項」（下記URL）をお読みください。

http://www.azbil.com/jp/product/factory/order.html
［ご注意］ この資料の記載内容は、お断りなく変更する場合もありますのでご了承ください。
本資料からの無断転記、複製はご遠慮ください。

ご用命は下記または弊社事業所までお願いします。

A

※2012年4月1日、株式会社 山武 は アズビル株式会社 へ社名を変更いたしました。

Output
Leg

B

Main
Processor

●

Advanced-PS、Harmonas-DEO、DOHS、DOGS、DOPC、DOPL、IOUS、LCNは、
アズビル株式会社の登録商標です。
Triconex, Tricon, Tricon CX, Trident, Triconex GP and TriStation 1131 are trademarks and
the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies.
MELSECNETは、三菱電機株式会社の登録商標です。
ETHERNETは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
Modbus is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and
affiliated companies.
その他本文中に記載している製品名、機種名、社名は、各社の商標または登録商標です。

Output
Leg

C

Voter

本社

Output
Termination

〒100-6419

北海道支店
東 北 支 店
北関東支店
東 京 支 社

東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル

(011)211-1136
(022)290-1400
(048)621-5070
(03)6432-5142

中
関
中
九

部
西
国
州

支
支
支
支

社
社
店
社

(052)324-9772
(06)6881-3331
(082)554-0750
(093)285-3530

〈アズビル株式会社〉 http://www.azbil.com/jp/

初版発行：2008年9月-O
印
刷：2017年4月(第5版)-O
（3）

CA1-SOL320

石油、化学をはじめとするプロセス装置産業においては、
熟練労働者の減少、少子高齢化、設備の長期運用要求、
CSRで高まる説明責任の必要性など
さまざまな課題に対応するために、
より安全で安心な操業環境を追求する動きが高まってきています。

現場機器とのダイレクト接続を可能にする、
豊富な入出力モジュール群

DCSによる統合監視機能

運用効率を支援する、
充実のエンジニアリング保守ツール

安全計装システムとしての安全性と信頼性を高めるためには、ロジックソル

IECの機能安全規格に示されているように、安全計装機能は

TriStation 1131はWindows上で動作する安全計装用エンジニアリン

表示して故障や異常発生を知らせ、
迅速で確実なトラブルシューティング

バーはもとより、現場に設置されるセンサや操作端との接続に対する十分な配

DCSに代表されるBPCS
（Basic Process Control System）

グソフトウエアです。Triconexシリーズの制御プログラムはユーザアプ

を可能にします。

慮が必要です。

とは区分（Separate）、独立（Independent）
させることが原

リケーションに応じて、
ファンクションブロック、
ラダーまたはCause and

■ 配線や計器の不良・異常など現場側の問題

Triconex シリーズは 現場機器とのダイレクト接続ができるように、豊富な

則です。
それと同時に、
DCSヒューマン・マシン・インタフェース

Effect プログラミングマトリクスのいずれかの言語で作成できます。

■ ヒューズ切れやフィールド電源の問題

入出力モジュールを揃えて、長期運用における安全性と信頼性を最大限に

で安全計装機能の監視や入出力バイパス操作を統合的に行う

また、TriStation 1131はエンジニアリングドキュメント作成、
オフライン

■ モジュール故障や故障したポイントの内容

維持します。

ことは、
効率的・安定的な運転に大きく寄与します。

でのエミュレーション機能、
オンラインでのプログラム監視機能を提供し、

SOE ※ ソフトウエアは、Triconex シリーズのコントローラが収集した

また、入出力モジュール実装シャーシは、光ケーブルによりリモート化を図る

Triconex シリーズは、シリアル通信やEthernetによる

エンジニアリング効率を高めます。

スキャン周期ごとのオンオフ変数のヒストリ情報をタイムスタンプ付で

ことができ、最大1.2km離れた場所に設置することができます。

パフォーマンスの高いDCSとの接続が可能で、
Advanced-PSTM

拡張診断モニタソフトウエアは、接続された現場機器も含むTriconex

時系列表示し、
プロセス遮断発生時などのイベント発生後の故障解析

やHarmonas-DEO

シリーズの構成ハードウエアや、内部ソフトウエアの診断結果を詳細に

に役立ちます。

TM

のいずれのシステムにおいても、安全

で使い勝手の良い統合運転機能を提供します。

また、海外のプロセスオートメーション分野においては機能安全に関する国際規格IEC61508や

※SOE：シーケンスオブイベント

IEC61511の適用が急速に進んでおり、国内においてもこれら規格のJIS化に代表される
グローバルスタンダード化を背景に安全計装の採用要求が高まっています。

SOEソフトウエア画面

ファンクションブロックプログラミング

Cause and Effect プログラミングマトリクス

「人を中心としたオートメーション」の基本理念に基づいて、
ワンクラス上の高信頼運転を支え、真に安心して使用いただける
「Triconexシリーズ」
による
安全計装ソリューションを提供いたします。

デジタル入力モジュール

TÜVの認定する動作モードと
稼働可能時間
自己診断技術を充実させてシステムに潜在している危険な故障を検出すること
アプリケーション
■緊急シャットダウン (ESD)

■防消火装置（F&G）
■高インテグリティ
保護システム
（HIPPS） など

小規模向けパッケージ

汎用向けパッケージ

Triconの高い性能はそのまま
に、約50％のダウンサイジング
を実現した3重化安全計装コン
トローラです。
Triconと同様にSIL3に適合し
ており、既存Triconシステムと
の共存が可能です。

Triconと同様に、
SIL3に適合し
た3重化安全計装コントローラ
です。
数十〜数百点の中小規模の入
出力点数に対して効率よいシス
テム構築ができ、
システムコスト
の低減に寄与します。

高信頼化が必要な汎用的な用
途から、
SIL2までの安全計装に
適合した3重化安全計装コント
ローラです。
Triconexシリーズ中、最も低
コストなシステムで、数十〜数
百点の中小規模の入出力点数
に対して効率よいシステム構
築ができます。

Tricon CX

■回転機械制御（TMC）
■バーナーマネジメント（BMS）

新コンパクト・スタンダード

Tricon
安全計装コントローラ

Trident
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充実の自己診断機能
安全計装システムは、一般的にプラント定常時には

●動作モード別稼働可能時間
（TÜVによるガイドライン）

は、
3-2-1-0の縮退運転を可能とするだけでなく、
それぞれの動作モードにおけ

動作モード

SIL 1 動作時間

SIL 2 動作時間

SIL 3 動作時間

入出力状態は変化せず、
またその演算結果やフィー

る稼働可能時間を決定し、
実用性を大きく高めます。
TÜVではTriconexシリーズ

3重化モード

連続運転

連続運転

連続運転

ルド出力も固定されます。
この状態でシステムに潜

2重化モード

連続運転

連続運転

連続運転

シングルモード

連続運転 ※1

平均修復時間以内 ※1 平均修復時間以内 ※1

に対し、
2重化モードでの連続運転とシングルモードでの連続運転または一定時
間内の稼働を許可しており、
その間に修復すればプラント運転を継続できるとい
う内容のガイドラインを示しています。これはTriconexシリーズの診断機能と
稼働率が、極めて優れていることを実証しています。

連続運転は定められたプルーフテスト間隔内となります。
：TriconとTricon CXは72時間
※１

デジタル出力モジュール

在している故障を検出するためには、状態を反転して動作確認を行う必

自動的に実施しています。さらに、
デジタル出力モジュールは、特に常時

要があります。

非励磁アプリケーションに有効な出力配線の断線、
ショート、地絡や負荷

Triconex シリーズではこの診断を徹底しており、特に難しいデジタル

接続状態の検出が可能なラインモニタリング機能も内蔵したタイプを用

入力端トランジスタのスタックや、出力端スイッチの動作確認をシステム

意しています。現場機器の端子部やジャンクションボックス内へ電気部品

動作中にアプリケーションプログラムに影響を与えることなく定期的、

を追加することなく、
非励磁アプリケーションでの安全性を向上します。

石油、化学をはじめとするプロセス装置産業においては、
熟練労働者の減少、少子高齢化、設備の長期運用要求、
CSRで高まる説明責任の必要性など
さまざまな課題に対応するために、
より安全で安心な操業環境を追求する動きが高まってきています。

現場機器とのダイレクト接続を可能にする、
豊富な入出力モジュール群

DCSによる統合監視機能

運用効率を支援する、
充実のエンジニアリング保守ツール

安全計装システムとしての安全性と信頼性を高めるためには、ロジックソル

IECの機能安全規格に示されているように、安全計装機能は

TriStation 1131はWindows上で動作する安全計装用エンジニアリン

表示して故障や異常発生を知らせ、
迅速で確実なトラブルシューティング

バーはもとより、現場に設置されるセンサや操作端との接続に対する十分な配

DCSに代表されるBPCS
（Basic Process Control System）

グソフトウエアです。Triconexシリーズの制御プログラムはユーザアプ

を可能にします。

慮が必要です。

とは区分（Separate）、独立（Independent）
させることが原

リケーションに応じて、
ファンクションブロック、
ラダーまたはCause and

■ 配線や計器の不良・異常など現場側の問題

Triconex シリーズは 現場機器とのダイレクト接続ができるように、豊富な

則です。
それと同時に、
DCSヒューマン・マシン・インタフェース

Effect プログラミングマトリクスのいずれかの言語で作成できます。

■ ヒューズ切れやフィールド電源の問題

入出力モジュールを揃えて、長期運用における安全性と信頼性を最大限に

で安全計装機能の監視や入出力バイパス操作を統合的に行う

また、TriStation 1131はエンジニアリングドキュメント作成、
オフライン

■ モジュール故障や故障したポイントの内容

維持します。

ことは、
効率的・安定的な運転に大きく寄与します。

でのエミュレーション機能、
オンラインでのプログラム監視機能を提供し、

SOE ※ ソフトウエアは、Triconex シリーズのコントローラが収集した

また、入出力モジュール実装シャーシは、光ケーブルによりリモート化を図る

Triconex シリーズは、シリアル通信やEthernetによる

エンジニアリング効率を高めます。

スキャン周期ごとのオンオフ変数のヒストリ情報をタイムスタンプ付で

ことができ、最大1.2km離れた場所に設置することができます。

パフォーマンスの高いDCSとの接続が可能で、
Advanced-PSTM

拡張診断モニタソフトウエアは、接続された現場機器も含むTriconex

時系列表示し、
プロセス遮断発生時などのイベント発生後の故障解析

やHarmonas-DEO

シリーズの構成ハードウエアや、内部ソフトウエアの診断結果を詳細に

に役立ちます。

TM

のいずれのシステムにおいても、安全

で使い勝手の良い統合運転機能を提供します。

また、海外のプロセスオートメーション分野においては機能安全に関する国際規格IEC61508や

※SOE：シーケンスオブイベント

IEC61511の適用が急速に進んでおり、国内においてもこれら規格のJIS化に代表される
グローバルスタンダード化を背景に安全計装の採用要求が高まっています。

SOEソフトウエア画面

ファンクションブロックプログラミング

Cause and Effect プログラミングマトリクス

「人を中心としたオートメーション」の基本理念に基づいて、
ワンクラス上の高信頼運転を支え、真に安心して使用いただける
「Triconexシリーズ」
による
安全計装ソリューションを提供いたします。

デジタル入力モジュール

TÜVの認定する動作モードと
稼働可能時間
自己診断技術を充実させてシステムに潜在している危険な故障を検出すること
アプリケーション
■緊急シャットダウン (ESD)

■防消火装置（F&G）
■高インテグリティ
保護システム
（HIPPS） など

小規模向けパッケージ

汎用向けパッケージ

Triconの高い性能はそのまま
に、約50％のダウンサイジング
を実現した3重化安全計装コン
トローラです。
Triconと同様にSIL3に適合し
ており、既存Triconシステムと
の共存が可能です。

Triconと同様に、
SIL3に適合し
た3重化安全計装コントローラ
です。
数十〜数百点の中小規模の入
出力点数に対して効率よいシス
テム構築ができ、
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●Advanced-PS、Harmonas-DEO、DOHS、DOGS、DOPC、DOPL、IOUS、LCNは、
アズビル株式会社の登録商標です。
●Triconex, Tricon, Tricon CX, Trident, Triconex GP and TriStation 1131 are trademarks
and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and afﬁliated companies.
●MELSECNETは、三菱電機株式会社の登録商標です。
●ETHERNETは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
●Modbus is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries
and afﬁliated companies.
●その他本文中に記載している製品名、機種名、社名は、各社の商標または登録商標です。

ご注文・ご使用に際しては、見積・契約基本条件（下記URL）を必ずお読みください。

https://www.azbil.com/jp/product/factory/estimate.html

あわせて
「ご注文・ご使用に際してのご承諾事項」
（ 下記URL）をお読みください。

https://www.azbil.com/jp/product/factory/order.html
［ご注意］ この資料の記載内容は、予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。
本資料からの無断転記、複製はご遠慮ください。

ご用命は下記または弊社事業所までお願いします。

本社

〒100-6419

北海道支店
東 北 支 店
北関東支店
東 京 支 社

東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル

(011)211-1136
(022)290-1400
(048)621-5070
(03)6432-5142
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(052)265-6207
(06)6881-3331
(082)554-0750
(093)285-3530
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