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回転機械装置のモニタリング 
プロセス産業における回転機械装置の使用人口は巨
大です。ポンプ、コンプレッサー、及び付帯設備は、生産
過程で切り離すことができない部分です。これらの多くは
「必須」と見なされ、信頼性の高い適切な安全保護シス
テムが求められます。回転機械装置の状態モニタリング
及び安全保護用に最も一般に用いられている方法は、
近接、速度、及び加速度センサーを用いた振動解析で
す。Prognost®-SenSimは、現実に近い静的・動的信号を
生成するための電気的な挙動を含むあらゆるセンサーの
シミュレートが可能な最初で唯一製品です。 

安全のためのプルーフテスト間隔の強化（PTI）

危険な状態が生じた場合、安全計装システム （SIS） はプ
ロセスの安全状態を実現するために規定の機能を実行
します。安全計装システムの目的は、結果的に生じる事故
を軽減させることです。安全計装システムの安全ループ
は以下から構成されます。 
• センサー
•  ロジック・ソルバー（センサー信号を処理し出力） 
•  アクチュエーター（プロセスを安全状態にするため作
動。例、安全停止。）

規制上の要件
IEC 61511のライフサイクルコンセプトによると、安全度
に対する目標水準を維持するために、多くのSISには独自
のモニタリング及び検証試験が必要となります。例、安全
度水準（SIL）。この検証はプルーフテスト間隔（PTI）と呼
ばれており、定期的に実施する必要があります。 プルーフ
テストは、規定手順で実施し、適切かつ体系的であること
が求められます。不合格と認定された装置は、プロセスの
安全性を確実かつ完全に実現するために修理又は交換
されなければいけません。
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あらゆる試験ルーチンに対応する装置

PROGNOST®-SenSimは、機器モニタリングに使用するセ
ンサーのシミュレーションを行う携帯型装置です。この装
置は、安全保護システム（安全計装システム）用の静的及
び動的信号を伴うセンサーと測定ループの試験ルーチン
をシミュレートします。 

センサーのシミュレーション機能 
•  静的及び動的な信号成分の個別設定が可能なリアル
なセンサーのシミュレーション
• センサーの幅広い測定範囲をシミュレーション

Prognost®-SenSimは、以下の信号タイプを伴うセンサー
をシミュレートします。
• 4 ... 20 mA
• ICP／IEPE
• 渦電流
• 電圧
• トリガー
• パルス
• ひずみゲージ

安全保護機能の現実に近い試験とアルゴリズム 
• 2ooXボーティング
• 精度チェック
•  安全上の境界値違反の連続回転数をカウント（位相基
準信号）

センサー損傷のリスクを回避
安全保護システムの試験手順は、センサーに触れることな
く実施することができます。これにより、センサーの損傷ま
たは再校正といった問題などのあらゆる関連リスクを排
除します。

求められる周波数と振幅値に調整可能
実際の設定された安全境界値の明瞭かつ確実な違反が
可能なため、IECの規制要件（警報／運転停止／不安全状
態にさせるために安全境界値の操作をしない）に準拠し
たPTI（プルーフテスト間隔）の実施が可能です。
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ICP／IEPE

安全境界値試験及び最終アクチュエーター作動のため
に、動的ICP／振動信号のシミュレーションは必須です。
信号の位相基準化も可能です。例えばクランク角360度
の回転数ごとにシミュレートも可能です。 

PROGNOST®-SenSimは、Bently 
Nevada、IMI、CTC、Monitran、その他のあらゆる主要ブラ
ンドのセンサーをシミュレートします。  

振動刺激に代わるシミュレーション 

渦電流

動的信号に静的信号を重ね合せることで、往復動圧縮機
やその他の回転機械装置の動的ロッドポジションをシミ
ュレートすることができます。

PROGNOST®-SenSimは、2つの出力チャンネルから異な
る信号を同時に生成することができます。この特徴によ
りx／y軸振動センサーのシミュレーション（オービット解
析）が可能となります。

PROGNOST®-SenSimは、Bently 
Nevada、Epro、Shinkawa、Metrix、などのあらゆる主要ブ
ランドのセンサーをシミュレートします。  
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ひずみゲージ

特に高圧圧縮機（ハイパー）の間接圧力測定には歪みゲ
ージが使用されます。

潤滑油

PROGNOST®-SenSimは、例えばLoft 600、KIS、及びKrachtな
どの主要なブランドの潤滑油用計器をシミュレートします。

4 ... 20mA

4 ... 20mAセンサータイプは、プロセス及びオートメーシ
ョン産業で使用されている、圧力、温度、流量、レベル等の
さまざまなトランスミッターのシミュレーションを行いま
す。Prognost®-SenSimでは、個々の信号範囲、周波数、及
びユニットを、要求に合わせて選択できます。 

電圧

計測及び制御技術の分野における標準信号+/‒10V電
圧 

トリガー（NAMURと渦電流）

回転速度のシミュレーション、信号位相基準
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信号整形

PROGNOST®-SenSimは不適合な信号を整形する機能を
備えています。
• センサーの物理特性（信号拡散）をシミュレーション
• 回転中のあらゆる箇所の振幅設定が可能
•  最大10kHzまで静的及び動的センサーのリアルなシュ
ミレーション

2ooX ボーティングロジック

2ooXなどのボーティングルーチンの試験は、Prognost®-
SenSimの2チャンネル構造によって実現されます。通常、X
値が大きくなる2ooXロジックは、複数の異なる部位でプロ
セス上好ましくない状態が発生する可能性がある機器に
用います。このロジックのプルーフテストには、2つの異な
る信号が同時に必要となります。PROGNOST®-SenSimは、
完全に位相基準化された以下のセンサー（センサー1つに
対してチャンネル1つ）を同時にシミュレーションします。
• ICP／IEPE
• 4 ... 20 mA
• 渦電流
• 電圧

Channel 1

ICP

4 ... 20 mA

Eddy Current

Voltage

Channel 2

ICP

4 ... 20 mA

Eddy Current

Voltage

チャンネル1とチャンネル2の位相基準信号の組み合わせ例

8



9



PROGNOST®-SenSim ジェネレーター

技術データ 
バッテリー リチウムポリマーバッテリーパック（3.7V、2600mAh、9.7Wh）、ランタイム最大

5時間 
充電時間3時間

環境条件
運転温度 -20°C～+60°C（-4°F～+140°F）
保管温度 -20°C～+60°C（-4°F～+140°F）
相対湿度 5%～95% 非結露
保護クラス IEC 529（EN60529）に準ずる IP 50
寸法： 135mm x 125mm x 38mm（5.31インチ x 4.92インチ x 1.49インチ）
重量 630gr（1.367ポンド）
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チャンネルごとの技術データ 最小 標準 最大 単位
ICP／IEPE
信号範囲 6 16 V
バイアス電圧 11 V
周波数範囲 0 10 kHz
ICP／IEPE電流 2 10 mA
解像度 12 ビット
直線性誤差（全域） 0.5 %
4 ...20 mA
信号範囲 4 20 mA
周波数範囲 0 10 kHz
出力インピーダンス 100 Ω
解像度 12 ビット
直線性誤差（全域） 0.5 %
渦電流
信号範囲 -19 -1 V
周波数範囲 0 10 kHz
出力インピーダンス 100 Ω
供給電流 7 9 mA
解像度 12 ビット
直線性誤差（全域） 0.5 %
電圧
信号範囲 -10 10 V
周波数範囲 0 10 kHz
出力インピーダンス 100 Ω
解像度 12 ビット
直線性誤差（全域） 0.5 %
トリガー NAMUR
検出金属 1.2 mA
非検出金属 2.1 mA
スイッチング周波数 0.5 50 Hz
供給電圧 10 V
トリガー渦電流
検出金属 -7 V
非検出金属 -13 V
スイッチング周波数 0.5 50 Hz
供給電流 7 9 mA
ひずみゲージ
信号範囲 -2 2 mV／V
励起電圧 1 2.5 5 V（交流／ 直流）
周波数範囲 0 10 kHz
ブリッジ抵抗 350 Ω
解像度 10 ビット
直線性誤差（全域） 0.5 %
潤滑油
入力電圧 24 V
パルス／分 0.6 600 Hz
出力電流 20 mA
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PROGNOST®-SenSimハンドヘルド装置

技術データ 
プロセッサ インテル®Atomプロセッサ N2600（1.6GHz） デュアルコア、受動的冷却
RAM 2 GB DDR3 800
ディスプレイ 抵抗式タッチスクリーン及びLEDバックライト付き7インチ TFT LCD、

1024 x 600画素
太陽光での可読ディスプレイ

バッテリー 2x リチウムイオンバッテリーパック
ランタイム最大8時間、ホットスワップ可能、充電時間約3時間

電力（帯電器） 入力:100V～240V、50Hz～60Hz
環境条件
運転温度 -20°C～+65°C（-4 °F～149 °F）
保管温度 -45°C～+60°C（-49 °F～140 °F）
相対湿度 95% @ 60°C（140 °F）5 x 48時間サイクル
保護クラス IP65
寸法 225mm x 145mm x 39.8mm（8.85インチ x 5.7インチ x 1.5インチ）
重量 バッテリー2個を含み1.3kg（バッテリー2個を含み3ポンド）
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ハードウェア

• PROGNOST®-SenSimジェネレーター
• PROGNOST®-SenSimハンドヘルド装置
• 充電器（国別対応可能）
• 肩ひも付き屋外用ケース

PROGNOST®-SenSimスターターキット

ケーブル

• ハンドヘルド装置／ジェネレーター用ケーブル
• チャンネル1／チャンネル2／ケーブル開放端
• NAMUR／開放端トリガー
• 短絡チャンネル1／チャンネル2
• 短絡トリガー（NAMUR電流と渦電流）

追加ケーブルを選択し、個々の製品を構成するには以下
のサイトにアクセスしてください:　
www.prognost-sensim.com
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PROGNOST®-SenSimを起点として

 時間効率化及び適応性

あらゆる試験ルーチンに対応する装置、例
• 振動
• 位相／変位
• 温度
• レベル
• 流量
• 圧力

損傷シミュレーション　
最大10kHまでの信号を実現し、実際の状況をシミュレー
トします。

リスク回避 　
分解、機械的な疑似振動、及び再組立を要因とするキャリ
ブレーションの問題・センサーの損傷を回避。機械信号の
シミュレーション（例、シェーカー）の必要性を削減。

規制の順守 　
実際の安全境界値を用いたSIS／安全保護システムのプ
ルーフテスト間隔実現と安全性アルゴリズムに基づく検査
（例、ボーティング、連続回転数）。

信頼性とユーザーフレンドリー

ユーザーは、PROGNOST®-SenSimのハンドヘルド装置
を用いて、信号をシミュレーションするためにPrognost®-
SenSimジェネレーターの設定をすることができます。設定
後、そのハンドヘルド装置から独立してすぐに使えるよう
にジェネレーターにデータを適用します。

測定ループに接続後、測定ループと安全保護システムの
検査を行うために、ジェネレーターは事前に設定されたシ
ミュレーション値を生成します。

ﾌﾟﾙｰﾌﾃｽﾄ2

構成設定1
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PROGNOST®-SenSim

PROGNOST®-SenSim SILver

SILver 検証3
ALERT

SHUTDOWN
UNSAFE

ALERT
SHUTDOWN

UNSAFE
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PROGNOST Systems GmbH

Daimlerstraße 10

48432 Rheine

Germany

  +49 (0)59 71 - 8 08 19 0

 +49 (0)59 71 - 8 08 19 42

 info@prognost.com

PROGNOST Systems, Inc.

1020 Bay Area Blvd. Suite 105

Houston, TX, 77058

USA

  +1 - 281 - 480 - 93 00

 +1 - 281 - 480 - 93 02

 infousa@prognost.com

www.prognost.com


