ControlSafe™ プラットフォーム(CSP)
データシート
 SIL4安全度規準に認証される様に
デザインされた、高度に統合され
たCOTSプラットフォーム
 シックス・ナイン(99.9999%)のシ
ステム可用性を提供する為のデザ
イン
 鉄道用途向け多様なモジュールそ
して拡張性
 革新的なデータ・ロックステッ
プ・アーキテクチャにより、シー
ムレスなアップグレード
 ハードウェアベースの多数決メカ
ニズムが、アプリケーションソフ
トウェアを透明化
 15年の製品寿命ベースに、25年の
延長サポートそしてサービス
 グローバルなサービス体制による
サポート
 将来の車両や鉄道開発のための製
品ポートフォリオ

列車制御と鉄道信号向けSIL4 COTS
フェイルセーフシステム
アーティセン・エンベデッドテクノロジーズは、30年以上にわたる高信頼性と高可用性のエン
べデッド・コンピュータシステム開発の専門性を活かし商用市販品(COTS)フェイルセーフコン
ピュータシステムを、鉄道システムのインテグレータそして鉄道用アプリケーションプロバイ
ダへ提供するトップサプライヤです。
全ての信頼性、可用性、保守性、安全性(RAMS)プロセスはEN50126、全ての安全関連のソフト
ウエアはEN50128、そしてハードウェアはEN50129に認証される様にデザインしたアーティセ
ン のControlSafe™プラットフォーム(CSP)は、SIL4セーフティアプリケーション環境で展開で
きます。
オープンスタンダードに基づくアーティセン のControlSafe™ プラットフォーム（CSP）は、鉄
道用アプリケーション開発者やシステムインテグレータにとって厳しいSIL4システム開発とそ
の認証プロセスに伴う高いコストとリスクに阻まれず、タイム・トゥ・マーケット期間の大幅
短縮を可能にできるコスト効率の良いソリューションです。
アーティセンは、一貫した信頼できるシステムを、顧客と長期パートナーシップを結びサポート
します。このControlSafeプラットフォームは、15年の製品寿命をベースに、25年の延長サービス
を、高信頼性プラットフォームで提供できることが鉄道顧客様への更なる強みになります。
アーティセンのControlSafeプラットフォームのデザインは、クラス最高の99.9999%という高い
システム可用性を提供する様デザインされた、これはシステムのダウンタイムが1年あたり数
秒以下になることを意味します。アーティセンは高度技術を有するスタッフチームによる広範
なモデル化と解析を成功裏に完了させ、鉄道規格とその仕様で定められたあらゆる機能安全
性、信頼性、可用性要件に適合することを確認しています。
アーティセンの将来性を考えたこのControlSafeプラットフォームは、モジュラー、スケーラブ
ル、そして製品ライフサイクルと通し必要となる追加のI/Oインターフェースやプロセッサのア
ップグレードをシームレスにできるよう設計されています。
包括的な製品ラインを確立するため、アーティセンはプラットフォームの継続的な開発に注力
しています。第一歩となるのはディスクリート拡張I/Oボックスの開発で、顧客はこれにより当
社のControlSafe プラットフォームを各種の鉄道信号用アプリケーションにシームレスに統合す
ることが可能になります。当社の最終的な目標は、顧客側がエンドアプリケーション差別化に
開発努力を注力できることで、顧客の競争力を強化することにあります。

アーティセンのControlSafe™ プラットフォーム(CSP)
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ControlSafe™コンピュータアーキテクチャ
各ControlSafe™コンピュータ(CSC)の中枢にある２基の同一の
CPUボードで、データ・ロックステップモードを動作し、2 out
of 2(2oo2)の多数決メカニズムが実行されます。データロックス
テップモードでは、２基のCPUのデータファブリック・インタ
ーフェースに判定境界を設けます。この判定境界を経由するあ
らゆるトランザクションは、２基のCPUの正確な動作を確認す
るために比較されます。プロセッサのクロック周波数が同期
し、判定境界がアドレスとプロセッサのデータバスで生成され
るハード・ロックステップモードとは異なり、データ・ロック
ステップモードは、最新の高性能プロセッサを使用して実行す
ることだができます。
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データファブリックのバウンドトランザクションの比較は、
2oo2多数決メカニズムにより行われ、２基のCPUに相違がある
と障害と判断され、CSCはフェイルセーフモードに入ります。
フェイルセーフモードでは、全ての出力ポートはデフォルトで
セーフ状態に入り、外部機器が誤った状態に設定される可能性
を排除します。
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このControlSafe™ プラットフォームのデータ・ロックステップ
ア―キテクチャにより、同一のI/Oを使いながらプロセッサをア
ップグレードすることが可能です。2 out of 2(2oo2)多数決機能が
ハードウェアに搭載されているため、アプリケーション開発者
は、既存のアプリケーションソフトウェアを最小限の変更でマ
イグレーションすることが可能になります。
I/Oモジュールは、CAN、イーサネット、イーサネットリン
グ、UART、MVBなど様々な範囲の通信プロトコルへのインター
フェースを提供します。全I/Oモジュールは、同一のフリースケ
ールCPUコアとウインドリバーVxWorks 653オペレーティングシ
ステムに基づいた、共通のアーキテクチャを持っており、ソフ
トウェア開発環境を簡素化します。全I/Oモジュールは、イーサ
ネットを介してアクセスされ、シームレスな分散型アーキテク
チャを可能にします。全モジュールは、システム動作不能リス
クのない形でソフトウエアとファームウエアのリモートでのオ
ンラインアップグレードが可能です。全てのI/Oポートは、セー
フティと非セーフティとしてユーザプログラマブルです。さら
にスイッチモジュールは、アプリケーション・ネットワーク内
の他の処理ノードへのダイレクトイーサネット/IPアクセスのた
めに、リアトランジションモジュールを介した８基の
10/100/1000BASE-Tポートを備えています。
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ControlSafe™プラットフォームアーキテクチャ
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ンターフェース
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このControlSafeプラットフォームは、２台の冗長化ControlSafe コンピュータ(CSC)で構成され、それぞれにフェイルセーフ動作が備
わっています。それらは、２台のCSCの正常性を監視し、１台を「アクティブ」、他方を「スタンバイ」に指定しするセーフティ・
リレーボックス(SRB)、又はダイレクトコネクト・アルゴリズム(DCA)にリンクされています。アクティブなCSC上で動作するユーザ
ー側アプリケーションは、全I/Oポートへのフル制御を有し、一方スタンバイCSC上で動作する同じユーザー側アプリケーションは、
セーフティ関連の入力ポート（イーサネットI/Oモジュールを除く）と、全てのポートを監視可能です。しかしデフォルトに於いて
出力ポートの制御はできません。 アクティブなCSCは障害があるとセーフティ関連の出力ポートは休止され、SRBにその状態を信
号で伝え、SRBはスタンバイCSCをアクティブにしてその出力を作動させます。その故障したCSCは、オペレーションから外されま
す。一旦それがサービス要員によって修理されれば、またサービスの中に戻す事ができます。CSC２基の正常性監視と２基間のフェ
イルオーバー動作を制御することで、フェイルセーフな、コンピュ―ティングシステムを実現しています。

アクティブ/スタンバイ制御
アーティセンのControlSafe プラットフォームは、2モードのアクティブ/スタンバイ制御をサポート：セーフティ・リレーボックスオ
プションとダイレクトコネクトオプション。

セーフティ・リレーボックス
SRBはアクティブなCSCを選択し、そのアクティブCSCに障害があるとスタンバイCSCに制御を移します。SRBは２基の冗長性セー
フティリレーフィールドリプレイサブルユニット(FRU)、ケーブル、パワーフィードで構成され、継続的な可用性が保証されていま
す。各CSC は、2基のセーフティリレーFRUの１つに接続されています。
SRBは電力が供給されると、両CPUが正常である旨の信号を送った最初のCSCをアクティブCSCとして選択します。他方のCSCは、
スタンバイモードになります。アクティブCSCは障害を検出するとSRBにその異常状態を信号で伝えます。スタンバイCSCが正常な
場合は、SRBが信号を送りそれをアクティブにします。SRBは、一度に１基のCSCだけがアクティブになることができ、異常のある
CSCがアクティブになれないように設計されています。
アーティセンのSRBは、オンラインサービスとセーフティリレーFRUレベルの修復をサポートし、ControlSafe プラットフォームの
動作時間を最大限にしています。サービスモードはセーフティリレーFRUの手動の２ポジションスイッチで選択でき、スイッチを
｢オート」から「サービス」に切り替えると、接続されたCSCがスタンバイモードになります。
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ダイレクトコネクト
ダイレクトコネクトオプションは、特許のアルゴリズムとCSC２基を繋ぐ専用ケーブルを使用します。全CPUモジュール上で動作す
るステートマシンで正常性ステータスを交換、トラッキング、アクティブとスタンバイの役割を制御します。電力が供給されると、
両CPUからの信号が正常な最初のCSCがアクティブになります。SRBの場合と同様に、ダイレクトコネクト・アルゴリズム（DCA)
は、一度に１基のCSCだけがアクティブになることができ、正常なCSCだけがアクティブになることを保証します。

オペレーティングシステム
ControlSafe プラットフォームの全モジュールはウインドリバーVxWorks 653オペレーティングシステムをサポートしています。その
ためリソース管理及び、重要度レベルが異なる複数アプリケーションを、単一ターゲットプラットフォーム上で保護状態で動作可能
なパーティショニング環境の双方を提供しています。VxWorks 653の中核はコアOSです。このコアOSコンポーネントはターゲット
アーキテクチャの特長を利用し、別パーティションに分けられたアプリケーション間の独立性を強化します。これらのパーティショ
ンには、３つのインターフェースレイヤ：VxWorksベース API、 APEX インターフェース (ARINC 653インターフェース)、POSIX API
の１つにサポートされたアプリケーション・ソフトウェアを入れることができます。これらインターフェースレイヤは、アプリケー
ションに対する異なるレベルのスケジューリングとスレッドを提供します。コアOSは、パーティションメモリとCPU使用率の管理
だけでなく、I/Oなどのシステムリソース管理機能もあります。
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コアOSは、各パーティションへのCPUサイクル割当てとパーティションの実行順序を設定する静的に定義された構成表を使用し、
パーティションスケジューラを実行します。コアOSはアプリケーションパーティションのために、システム時間・メモリを含む全
共有リソースを制御します。コアOSはパーティション切り替え後に、アプリケーションパーティションが必要とするリソースを確
保し、アプリケーション相互の破損を防止します。パーティション相互間、またパーティションとコアOS間の通信は、適切な通信
チャンネルが使用された場合、及びシステム構成表でそのチャンネルが許可された時のみ実行されます。
VxWorks 653のヘルスモニタ (HM)は、統合化アビオニクス(IMA)システムのアラームやメッセージ等のイベントの発信、管理を行うフ
レームワークを提供します。このフレームワークは、スタンドアロンAPI を含むARINC APIをサポートしています。HMは、モジュー
ル、パーティション、プロセスの３レベルで機能します。フォールト応答と復旧動作はパーティション及びモジュールレベルでのテ
ーブル駆動で、アプリケーション駆動はプロセスレベルです。パーティション又はモジュールレベルのハンドラは、発生したイベン
ト通知を他のパーティションに通信可能です。例えば、あるパーティションハンドラは、他のパーティションに再起動の要因となる
イベントを通知することができます。
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アプリケーション開発環境
VxWorks 653プラットフォームには、エンドツーエンドのソフトウェア開発スイートを提供するEclipseベースのツールコレクショ
ン、ウインドリバー Workbenchが含まれています。Workbenchは、ホスト・ターゲット間通信の確立/管理、VxWorks 653モジュー
ルの開発、動作、デバッグ、モニタ、解析、テスト、制御をサポートしています。Workbenchには、総合的な開発プロジェクト機
能、先進のソースコード解析、複数ターゲットの同時制御、単一又は複数ターゲットのマルチプロセスやマルチスレッドを管理する
デバッガが含まれています。またWorkbenchには、コンフィギュレーションツール及びビルドツールが含まれ、XMLとコンポーネン
トベースを組み合わせたコンフィギュレーション、VxWorks 653モジュールのビルドをサポートしています。さらにグラフィカルイ
ンターフェースを使用しない開発者のために、プロジェクトのビルド、XMLとコンポーネントによるコンフィギュレーション、ラン
ニングシステムのモニタとデバッグを行う認証済みコマンドラインツールを提供しています。
そして特別なハードウェアの必要性無しにWindowsプラットフォーム上で、VxWorks 653アプリケーション作成しテストする能力を
可能にするVxWorks 653シミュレータも含まれています。VxWorks 653環境は、WTX（ウインドリバー・ツ―ルエクスチェンジ）プ
ロトコルをサポートし、そのためホストアプリケーションとホストコンピュータのターゲットサーバ間の通信を可能にしています。
WTXはまた、サードパーティアプリケーションのWorkbench GUIへの接続にも使用できます。

アプリケーションプログラミングインターフェース
アプリケーションプログラミングインターフェース(API)のライブラリが、セーフティアプリケーションのビルドプロセスを容易にす
るために提供されます。これらはセーフティロジックの状態の問い合わせ、レイヤ間の通信を補助、そしてシステムメモリの様な重
要なコンポーネントの状態をモニタする機能を提供します。さらに、セーフティアプリケーションにウォッチドッグタイマレベルの
管理、I/Oポート制御、物理的正常性モニタのフル制御を可能にする一連のコントロールとステータスAPIがあります。以下がその
APIのリストです。
•
•

コントロール/ステータス
DRAM スクラバ

•

リンクヘルスチェック

•

システムロギング

•

モジュール管理

•

スイッチング管理

•

重要プロダクトデータ(VPD)

•

多数決論理

•

ファームウェアヘッダ情報

•

•

ファームウェア・アップグレード

•

ランタイム診断

•

IPアドレス

•

セーフティレイヤ

PRP/HSRスイッチング管理

SIL4認証エビデンス
アーティセンのControlSafe プラットフォームは、モダン・セーフティアプリケーション用の高度な信頼性と可用性あるプラットフ
ォームに要求される、あらゆる業界仕様と規格に厳格に従っています。アーティセンのControlSafe プラットフォームは、顧客に完
全な認証エビデンスパッケージを提供し、その統合システムに対する認証プロセスを円滑化します。認証エビデンスパッケージには
次のものが含まれます：
 セーフティケース
•

システムの定義

•

品質管理レポート

•

安全管理レポート

•

技術的安全性に関わるレポート

•

安全性評価レポート

 セーフティマニュアル
•

安全関連システムへのアーティセンの ControlSafe プラットフォームの統合を可能にするために必要なユーザーアクションの特定

 認証機関が発行したSIL4認証
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技術仕様
プロセッサ
オペレーティングシステム
メモリ

プロセッサモジュール

スイッチモジュール及びIOUモジュールプロセッサ

フリースケールP2010 (1GHz)

フリースケール P1011 (800MHz)

VxWorks 653

VxWorks 653

1GB (オプションで 4GB) DDR3-800 SDRAM, ECC

512MB (オプションで 2GB) DDR3-667 SDRAM, ECC

フラッシュ

2 X 128MB NOR

2 X 64MB NOR

MRAM

2 X 2MB MRAM

1 X 2MB MRAM

10/100/1000 BASE-T 及び RS232

10/100/1000 BASE-T 及び RS232
(スイッチモジュール用のみ)

メンテナンスポート
データファブリック
ボード管理

1GigE
スロット、電圧、温度センサ

I/Oインターフェース
I/Oスロット数
10/100/1000 BASE-T イーサネット
イーサネットリング

6
イーサネットIOUにつき標準：8；オプション：2
オプション：イーサネットリングIOUにつき2

CANbus

オプション：CAN IOUにつき2

動作温度

-40 ℃ から +70 ℃

物理的仕様
冷却

対流冷却

電力

DC: 100VDC 公称 (66~127.5V) AC: 90~264V, 47~63Hz

振動

EN61373 (12.2.11)準拠

衝撃
シャーシシーリング
絶縁保護コーティング
標準準拠

IEC 60068-2-27準拠
標準：IP20；オプション： IP30
ST1等級、EN 50155セクション 12.2.10 (塩水噴霧試験)
EN50121、EN50124、EN50155、EN50126、EN50128、EN50129、EN55024、
EN60529、EN60571、IEC61508準拠設計。個別の準拠性については文書をご覧下さい。
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製品のご注文
部品番号

説明

CSP-CSC-CORE-AC-01

シャーシx1、AC PSUx1、CPUモジュールx2、スイッチモジュールx1で構成

CSP-CSC-SRB-01

セーフティ・リレーボックス

CSP-CSC-SRB-FRU-01

セーフティ・リレーボックス用交換ユニット

CSP-CSC-CAN-01

CAN I/Oモジュール

CSP-CSC-CAN-RTM-01

ハイスピード・リアトランジションモジュール、CAN I/Oモジュール用

CSP-CSC-RING-01

イーサネットリング・モジュール

CSP-CSC-RING-RTM-01

リアトランジションモジュール、イーサネットリング・モジュール用

CSP-CSC-ETH-01

イーサネットI/Oモジュール

CSP-CSC-ETH-RTM-01

イーサネットI/Oモジュール用リアトランジション・モジュール

CSP-CBL-MATN-01

メンテナンス用ケーブルキット

CSP-CBL-PWR-B-01

電源コード、米国/カナダ/日本用

CSP-CBL-PWR-EU-01

電源コード、韓国/ドイツ/イタリア/フランス用

CSP-CBL-PWR-I-01

電源コード、中国用

CSP-CBL-SRB-01

ControlSafeコンピュータのセーフティ・リレーボックス接続用ケーブルx2

CSP-CBL-DIRECT-01

ControlSafeコンピュータ2基直接接続用ケーブルx2

CSP-CSC-FILL-01

フロント・フィラーパネル

CSP-CSC-FILL-RTM-01

リア・フィラーパネル
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respective owners.
This document identifies products, their specifications, and their characteristics, which may be suitable for certain applications. It does not constitute an offer to sell or a commitment of present or future
availability, and should not be relied upon to state the terms and conditions, including warranties and disclaimers thereof, on which Artesyn Embedded Technologies may sell products. A prospective buyer
should exercise its own independent judgment to confirm the suitability of the products for particular applications. Artesyn Embedded Technologies reserves the right to make changes, without notice, to
any products or information herein which will, in its sole discretion, improve reliability, function, or design. Artesyn Embedded Technologies does not assume any liability arising out of the application or
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