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日本の製造業は，労働人口の減少と高年齢化，設備の高経年化などの状況下において，多発する設備故障，人

の操作ミスによる事故リスクの増大，不十分な設備管理コストの見える化，技術・技能の伝承不足など多くの問

題を抱えている。このような問題を解決するためには革新的な仕組みが必要であり，その一つがデジタルトラン

スフォーメーションによるスマートファクトリーと考えている。昨今，IIoT（Industrial Internet of Things）や

AI ／機械学習／統計解析技術の活用により，異常予兆検知などベテランが行ってきた業務の代替が実現可能とな

ってきている。そこで，機械学習機能を搭載したエッジコンピュータに装置の通常運転状態を学習させ，その後，

装置を常時監視して「いつもと違う」状態を検知するソリューションを開発した。その結果，既設の情報インフ

ラを活用しつつ，高度な IIoT アプリケーションを導入することが可能となった。本稿では，YOKOGAWA が提供

するエッジコンピューティングによる設備異常予兆検知ソリューションの機能，要素技術の一つであるエッジ向

けの解析技術，およびソリューションの適用事例を紹介する。

The manufacturing industry in Japan faces various problems such as the declining number 
and aging of workers, deteriorating equipment, frequent equipment failures, increasing risk of 
accidents due to human errors in operation, insufficient visualization of equipment management 
cost, and poor succession of skills and techniques. To overcome these problems, innovative, 
unconventional systems for plant asset management are needed. Yokogawa’s Smart Plant 
Asset Management can solve such problems by digital transformation. Technologies such as the 
Internet of Things (IoT), AI, machine learning, and statistical analysis are taking over the task 
of detecting signs of anomalies, which is conventionally done by skilled workers and experts. By 
incorporating machine learning into edge computers to learn the normal operating condition 
of target equipment, Yokogawa has developed an edge-computing solution that continuously 
monitors the equipment and detects unusual behavior. This approach enables equipment with 
advanced IIoT applications to be used in existing infrastructures. This paper describes the 
functions of this solution based on Yokogawa’s edge computing, analysis technology for the edge 
computing, and an application example.

1. はじめに

日本の製造業・インフラ産業は，グローバル競争の激化，
高騰するエネルギーコスト，労働人口の減少と高年齢化，

外国人労働者の増加，設備の高経年化などの社会的環境
にさらされている。このような環境による影響を受けて，
上記の産業では，多発する設備故障，設備の不備や人の
操作ミスによる事故リスクの増大，不十分な設備管理コ
ストの見える化，技術・技能伝承不足などの問題を抱え
ている。

しかし，このような状況下においても，限られた要員・
人財で古い設備を使いこなしながら，安全に生産性を高
めることが望まれている。そのため YOKOGAWA は，時
代の流れに即した技術を取り入れ，これまでのパラダイ
ムとは異なる革新的設備管理の仕組みを実現することに
取り組んでいる。このような仕組みとして注目している
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のが，デジタルトランスフォーメーション（DX）による
設備管理のスマート化である。折しも，製造業やインフ
ラ産業において IIoT（Industrial Internet of Things）や
AI ／機械学習／統計等の解析技術の活用によるオペレー
ションの変革が進んでいる。その結果，従来はシステム
上で見えていなかった各生産要素の情報（装置の詳細な
工程データなど）の統合および利用が，IIoT 技術により
可能になった。また，熟練者が行ってきたタスク（生産
改善のポイントの特定や異常検知など）を AI 技術が代替
するようにもなってきている。しかし，生産現場で使用
されている多くの情報インフラは，このような設備管理
のスマート化を予想して設計されていない。その結果，
装置の振動などの大量のセンサデータを既設の情報イン
フラで収集することが困難なケースが見られる。

このような状況に対処するため，近年はエッジコン
ピューティング，すなわち，エッジ（装置のすぐそば
という意味）においてある程度の解析を行い，その解
析結果を上位系へと転送する方式が採用され始めてい
る。その結果，リソースに制限がある情報インフラ上で
大量のデータの分析を行うことが可能になってきてい
る。YOKOGAWA ではそのようなトレンドをいち早く捉
え，エッジコンピューティングソリューションの開発を
進めてきた。2018 年６月には DUCSOnEX として横河ソ
リューションサービスより生産設備の異常予兆検知を行
うパッケージの販売を開始している。

本稿では，YOKOGAWA が提供するエッジコンピューティ
ングによる設備異常予兆検知ソリューションの機能紹介， 
要素技術の一つであるエッジ向けの解析技術の紹介，およ
びソリューションの適用事例を紹介する。

2. ソリューション開発の背景と狙い

従来の設備管理は，保全員が現場に行き，五感に頼っ
た点検を実施していることが多かった。ベテラン保全員
は五感を研ぎ澄ませ，設備の異常や異常発生前の微

かす

かな
変化を的確に捉えて，生産設備の安定稼働に貢献して
きた。彼らの存在が日本の製造業の市場競争力の源泉で
あったことは言うまでもない。しかし，ベテラン保全員
の勇退とともに，技術力の低下や技能伝承不足が深刻な
問題となりつつある。このような背景から，IIoT のよう
なコンセプトによって実現される，人の技能に過度に依
存しない革新的な設備管理の仕組みへのニーズが高まっ
ている。

設備管理における IIoT 導入には二つの課題がある。
一つ目は，視覚的情報，音や振動などの聴覚情報，設備
への触診から得られる情報など，非常に多量の現場デー
タを扱う必要があるという点である。さらに，仮にセン
シングデバイスを設置できたとしても，得られた情報を
常設されている制御用ネットワークを通してサーバまで
引き上げることは，データ量が多いため難しいケースが

多い状況である。
二つ目は，このような現場データの解析は非常に複雑

である点である。人間の情報処理能力は極めて高く，画
像や音といったノイズが多くかつ情報が偏在するデータ
の中から有益な情報を選択的に抽出できる。それと同様
の情報をデータから抽出するために，これまではデータ
サイエンティストやデータアナリストのようなデータ解
析の専門家が，複雑な解析を行っていた。同等のことを
現場で実現するためには，様々な種類の高度なデータ解
析技術を駆使する必要がある。

3. ソリューションの概要

エッジコンピューティングによる設備異常予兆検知 
ソリューションは，IIoT 導入の課題に対する１つの解と
して YOKOGAWA が提案するものである。

エッジコンピューティングを用いる最大の利点は，大容
量の現場データを転送するためのネットワークの敷設やス
トレージの増強が不要な点と，クラウドコンピューティン
グではボトルネックと成り得るリアルタイム性が確保でき
る点である。この提案を可能にした YOKOGAWA の要素
技術は，エッジコンピューティングを行うためのプラット
フォーム e-RT3 Plus と，MT 法や機械学習を含む製造業
向けのデータ解析技術の２つである。

e-RT3 Plus は， 従 来 の PLC（Programmable Logic 
Controller）の概念を払拭し，制御とコンピューティング
要素を兼ね備えた FA（Factory Automation）向けコント
ローラとして販売されている。e-RT3 Plus では，従来の
ようにラダー言語で制御ロジックを開発するものではな
く，リアルタイム OS 上で C/C++ 言語でアプリケーショ
ンを構築する。一方で，PLC と同様に，アナログ／デジ
タルの各種入力インタフェースと連携することができる
ため，現場で即時にデータ解析処理を行うことができる。
このように，ミッションクリティカルな製造現場の要求
に耐えうる信頼性，可用性，保守性を兼ね備えた e-RT3 
Plus は，現場に設置するエッジコンピューティングのプ
ラットフォームとして最適である。

このエッジコンピューティングプラットフォーム
e-RT3 Plus にデータ解析技術がアプリケーションとして
搭載され，ソリューションが構成される。YOKOGAWA
では，製造業やインフラ産業の付加価値創出を支援する
ために，各種のデータ解析技術に取り組んできた。例
として，製造品質の安定化をめざした MT 法 (1)，製品
品質を予測するためのソフトセンシング技術 (2)，生産条
件の最適化を行うためのモデリング技術 (3) などがある。
YOKOGAWA では，解析技術者の不足問題へ対応するこ
と，また，システム全体の挙動を見るような複雑なデー
タ解析を行うことを目的として，機械学習技術の導入を
進めてきた。機械学習は，データの取り扱いが本質的に
難しい画像・音・自然言語といった領域で研究が進めら
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れてきた技術で，複雑なパターンや入出力関係を半自動
的にモデル化するための技術である。提案するソリュー
ションでは，これらのデータ解析技術を要素技術として
用い，現場で生成するデータのパターンのモデル化（認識）
に基づいて，異常またはその兆候を検出するアルゴリズ
ムが組み入れられている。

4.  エッジコンピューティングによる設備異常予兆検
知ソリューションを実現するシステム (4)

図 1 に，エッジコンピューティングによる設備異常
予兆検知ソリューションを実現するためのシステムを示
す。ソリューションの核となるのは，リアルタイム OS
コントローラ e-RT3 Plus 上に実装された設備異常予兆検
知アプリケーション DUCSOnEX である。組み込まれた
DUCSOnEX が，センサ値に対する非正常度などの解析値
を計算する。

装置の異常予兆検知に用いる物理量には，装置の状態
や負荷をモニタリングできる振動や電流などがある。予
兆検知に用いる物理量の多くは，変化や変動が非常に激
しいため，高いサンプリングレートでデータを収集しな
ければならない。近年の深層学習技術などの進展により，
こうした情報量の多い生のデータをそのまま分析するこ
とが可能となってきているが，エッジでの計算リソース
は十分ではないことが多い。一般に，異常予兆検知のた

めの解析では，基準データ（学習データ）を蓄積した上で，
それをバッチ処理（一括処理）により解析し，パターン
学習を行う必要がある。しかし，エッジではリソース制
約から学習データの蓄積が困難なため，そのような分析
手法が適用できない場合がある。そこで，YOKOGAWA
では，「セグメント抽出（解析対象データの絞り込み）」，「セ
ンサデータからの特徴抽出」，「データを蓄積しないオン
ラインパターン学習」という３つのアプローチによる設
備異常予兆検知アプリケーションを実現している。図 2
に，その論理構成を示す。

セグメント抽出ブロックは，サンプリングされたセン
サデータの特定の時系列上の区間をセグメントデータと
して切り出すことで，解析対象データの絞り込みを行う
役割を持つ。例えば，連続的に稼働する装置の場合には，
一定間隔／一定期間をセグメントとしてデータを抽出す
ることが考えられる。また，機械加工系の装置などでは，
バッチ処理を行っている時系列上の区間を，制御信号を
基にデータを切り出すなどの構成が考えられる。

特徴抽出ブロックは，セグメントデータ全体をセグメ
ントデータの傾向を表すいくつかの特徴値（以下，特徴
ベクトル）に変換することで，データ量の削減を行う役
割を持つ。また，特徴ベクトルに変換することで，バッ
チ処理の時間，すなわちデータ長の不定さやデータ収集
開始タイミングのズレによる位相差の問題などにも対処

図 1 設備異常予兆検知ソリューションを実現するシステム

設備

（アナログ／デジタル／LAN）

センサ

上位系に予兆を通知

トラブル発生時の状況を
効率的に分析し，
保守のリードタイム短縮
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図 2 設備異常予兆検知アプリケーションの詳細構成
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できるようになる。DUCSOnEX では，基本的な統計量を
基にした特徴抽出や，FFT（周波数解析）を基にした特
徴抽出など，実用性を確認済みの７種の特徴抽出法を用
意し，それらを組み合わせることで多様な装置への対応
を可能としている。

オンラインパターン学習ブロックは，前段で算出され
た特徴ベクトルのパターンを１つの特徴ベクトルを得る
ごとに逐次的に学習し，特徴ベクトルに関するモデルを
生成する役割を持つ。学習はアプリケーションユーザが
明示的に指示したタイミングでのみ行う。

非正常度計算ブロックは，学習信号が与えられていな
い場合，特徴ベクトルを学習せずに前述のモデルに対す
る新たに入力された特徴ベクトルのズレの大きさを定量
的に計算する処理である。このズレを非正常度と呼んで
おり，非正常度が大きいほど，今までとは異なる特徴ベ
クトル≒セグメントデータであること，すなわち，設備
の観測結果が変化していることを示す。

最後に，後処理ブロックは，非正常度などの解析値に
フィルタをかけることによって，解析精度を向上させる
ものである。センシングを実施している中には，ノイズ

（外乱などによる変動も含む）が含まれることがある。そ
のノイズの影響を受けて得られた非正常度は，解析結果
としては有効ではないので，それを低減することを目的
として実行するものである。

以上の処理を行うエッジコンピューティングプラッ
トフォーム用に最適化したプログラムを開発し，それら
の各要素が連動することで設備異常予兆検知アプリケー
ションを実現している。

5.  オンラインパターン学習に基づく異常予兆検知法

異常予兆検知の核となる解析は，正常と見なせる
データセットに対するパターン＝モデルの学習である。
DUCSOnEX では，従来から多くの産業用アプリケーショ
ンで用いられているバッチ型のパターン学習ではなく，
オンライン（逐次処理）型のパターン学習を採用している。

図 3 は，前述の特徴ベクトルを２次元 [x1 x2] とした場
合の学習用データセットの例である。

図 3 データ例

パターン学習とは，このデータセットを用いてデータ
サンプルの発生確率を求める関数，すなわちデータに対
する確率モデルを推定することである。

例えば，簡単な確率モデルとして，特徴ベクトルの発
生に関する正規性の仮定と特徴ベクトルの要素間の独立
性の仮定から，次のモデルを構成することができる。

N は正規分布の確率密度関数を表し，m および s は，
それぞれ平均および標準偏差パラメータを表す。このモ
デルをベースとしたパターン学習とは，２つの正規分布
のパラメータである平均値と標準偏差を推定することで
あり，通常次のように算出される。

t はサンプル番号を表し，T は特徴ベクトルのサンプ
ル数である。ここで，総和演算の中で全てのサンプルが
参照されており，全サンプルに対する一括処理にてパラ
メータが推定されていることに注意する。

このような確率モデルは，与えられた学習用データセッ
トを基にパラメータを推定することで，任意の特徴ベクト
ルに対する確率密度を示している。すなわち，データが存
在すると思われる領域では高い値を，データが存在しない
と思われる領域では低い値を返す関数となる。

この確率値をデータの正常性に対応させて異常検知を
行う。すなわち，モデルから見たデータの非正常度を，
次のように定義して利用する。

図 3 のデータを基にして推定されたモデルに対する非
正常度のカラーマップを，図 4 に示す。

図 4 確率モデルによる非正常度の計算例

式（３）の値が高い点は濃色，低い値は淡色で表示し
ている。図 4 から，データ群から離れるほど非正常度が

X1

X2

（１）

（２）

（３）非正常度

X1

X2
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大きくなることが分かる。以上が，特徴ベクトルの学習
用セットが与えられた場合のパターン学習から異常検知
への流れである。

式（２）の総和計算においては，全サンプルを対象と
して計算が行われ，各正規分布のパラメータが算出され
る。このような確率モデルを推定するために必要なデー
タの計算値は，確率モデルの十分統計量と呼ばれている。

ここで，サンプル 1, … , T に対する十分統計量は，次
のように再帰的に計算することが可能である。

ここで，xsum, t および x2
sum, t は，それぞれ，時点 t におけ

るデータベクトルの総和および平方和を表す。すなわち，
t 番目のサンプルを得たときの十分統計量を計算するのに
必要な情報は，t-1 番目の十分統計量と t 番目のサンプル
だけである。さらに，この更新式による T 番目までの十
分統計量の計算結果は，式（２）で算出している結果と
同一である。

このことから，十分統計量をデータの代わりに保存し
ておくことで，全特徴ベクトルのサンプルを保持するこ
となく１サンプルずつ提示することでパターン学習を行
うことができる。学習に用いた特徴ベクトルは，十分統
計量の更新後に捨ててよい。DUCSOnEX では，この考え
方を適用したパターン学習手法を，オンラインアルゴリ
ズムとして実装している。

6. 設備異常予兆検知ソリューション適用事例

エッジコンピューティングを活用した設備異常予兆検
知ソリューションの適用検証事例を，次に示す。

今回，世の中で広く使われている三相誘導モータの負
荷電流を特徴値とし，装置の負荷変動が発生した時に異
常の予兆を検知できるかを検証した。図 5 に，検証で使
用したシステムの構成を示す。

図 5 システム構成

ここで，インバータで制御している三相交流モータ
（AC 200 V）のロータにスパナを接触させる，または手
で直接ロータ軸を押えることにより軽負荷を与え，その

負荷変動を検知できるかを検証した。負荷の再現状況を，
図 6 に示す。

図 6 負荷再現状況

今回は，上記のような軽負荷を検知できるかどうかに
焦点を当てて検証した。実際の製造業やインフラ産業な
どで使用されているモータの負荷検出は，過負荷でモー
タがトリップ（停止）する直前にならないと検知ができ
ない。そこで，もし軽負荷状態を検知してそれを適切に
処置できれば，過負荷で製造ラインを突発的に停止する
必要がなくなることが期待できる。スパナを当てた検証
結果を図 7 に，手で直接ロータに負荷を与えた結果を
図 8 に示す（図 6 はスパナを当てた状況）。

図 7 スパナを当てた検証結果

図 8 手で負荷を与えた検証結果

両図とも，横軸に時間軸を示し，縦軸に非正常度（正
常状態からの乖離）を示している。それぞれの点は，
DUCSOnEX で解析した非正常度の結果を示している。正

（４）

インバータ
（V/ｆ制御，ベクトル制御）

三相交流モータ

～
AC100 V

単相

AC200 V

INV2 次側電流信号

DUCSOnEX

ロータ

スパナ接触

手接触
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常と異常の閾値として，正常状態を学習させた非正常度
の値が 3s 内に入る値（赤線）を用いた。図 7 および図 8
では，スパナおよび手で負荷を与えた区間を黄色の線で
囲っている。その区間内の非正常度は閾値を示す赤線よ
りも大きくなっており，DUCSOnEX で軽負荷状態を検知
できたことを示している。

モータの軽負荷状態を検知することが可能になったこ
とで，製造業やインフラ産業において多くの場面で適用
が可能である。例えば，撹拌機や練り機で製品を混ぜて
いる最中に製品の粘性や性状が変わってしまう状態変化
を捉えて，製品品質の変化をいち早く検知することがで
きる。また，ファンやブロアのインペラーに異物が付着
してアンバランスになったり，ベアリング異常で回転駆
動力が変わってしまったりする状態変化を捉えて，設備
異常をいち早く検知することが可能である。

7. おわりに

本稿では，YOKOGAWA が提供するエッジコンピュー
ティングによる設備異常予兆検知ソリューションである
DUCSOnEX について説明した。

エッジコンピューティングは，設備管理だけではなく
製品品質の安定化など幅広い分野で，IIoT ソリューショ

ンを実現していくためのツールとして高いポテンシャル
を持った技術である。さらに，エッジコンピューティン
グとクラウドコンピューティングを活用することで，各
種システムの統合が可能となり，それぞれがつながる工
場である「スマート工場」「スマートファクトリー」の具
現化を加速していくための基盤ともなり得る。

YOKOGAWA は，これらの取り組みをさらに加速し，
製造業ユーザの付加価値創出，そして「安心」，「安全」，「サ
ステナブル」な生産の実現に貢献していく。
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