
装置状態自動分析パッケージ
DUCSOnEX データ指向型予兆診断器
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（*1）：実行機能は、e-RT3 Plusまたは、WindowsPCから選択可能

開発支援機能を作業者 PC で利用する場合
（装置メーカがエンドユーザ先の工場での利用を想定）

開発支援ツールを部署で共有する場合
（装置メーカが自社での利用を想定）

開発支援機能／クライアント

実行機能 (*1) 実行機能 (*1) 実行機能 (*1) 実行機能 (*1)

開発支援機能クライアント クライアント

作業者

システム構成 例

導入の流れ

課題特定サービス

■ 課題発掘・抽出コンサルティング
設備異常予兆監視の導入にあたり、現状課題を整理し、お客様の目指すべきゴールに向けての方向性を描きます。
● フィージビリティスタディ（AsIs→ToBe） ● 対象設備における捉えるべき事象の整理

■ 設備管理高度化支援ビフォアコンサルティング
● 取得データ検討支援　　　● センサ選定、取付位置検討の支援　　　● オフラインデータ解析（必要に応じて）

■ 導入エンジニアリング
● 解析定義の検討／実施／検証　 ● パッケージの導入教育 ● パッケージのインストール作業
● セットアップ／動作確認（データ収集確認含む）
● 初期導入フォロー（解析結果確認、定義検討、パッケージ操作方法等の問い合わせ支援）

■ 効果維持／運用改善コンサルティング
● 解析結果の確認　 ● 解析定義の支援

課題解決サービス
（ソリューション導入）

効果維持サービス

開発支援機能／実行機能／クライアント（Web画面）で構成

記載されている会社名、製品名は横河ソリューションサービス（株）および各社の登録商標または商標です。

最新情報は弊社webサイトをご覧ください

DUCS で

〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32
製品に関するお問い合わせは、下記URLからお願いします。
URL : http://www.yokogawa.co.jp/

記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved, Copyright ©2018, Yokogawa Solution Service Corporation. [Ed:01/b] Printed in Japan, 806(KP)



実行機能 実行機能実行機能

エッジコンピューティング による オンライン機械学習
装置の「いつもと違う」 を リアルタイムに検知

 : Data-oriented Unusual Conditions Signifier
装置異常の予兆を捉えるために

現状は現場指向の業務

● ベテラン保全員の研ぎ澄まされた五感で、装置に生じる微かな兆候を捉える
● 装置を「見て」・「触って」・「聞いて」

変化点に来ている

● ベテラン保全員の勇退による技術伝承不足が深刻な問題
● 人の技能に依存しない設備管理の仕組み化が急務
● IoT、AIなど、ビッグデータ解析技術の進歩

課題：形式知化が困難

● データインフラ構築コストが高い
装置・機器の視覚的情報や、音・振動などの聴覚／触覚的情報は、非常に 
大容量なため、データ収集・蓄積するためのインフラ構築に膨大な投資が必要。

● データサイエンティストがいない
大容量データから有益な情報を抽出するために高度なデータ解析技術が必要だが、
自社に適切にデータを解析できる人材がいない。また、解析に多大な時間がかかる。

● リアルタイムな異常検知が難しい
劣化の進行が速い装置は、データ収集から解析、異常検知を瞬時に行う必要が
ある。

の特徴

■ データインフラ構築コストの最適化とリアルタイム状態診断の実現
大容量データをエッジ（装置や端末の近く）でリアルタイムに収集・解析し、 
状態診断を実施。解析結果のみを上位システムへ転送することにより、既設
データインフラの活用が可能です。

■ 機械学習による監視モデルの自動作成
エッジコンピュータ内で監視モデルを自動作成するため、高度なデータ解析 
技術に依存せず、モデル作成にかかる時間を大幅に短縮します。

■ データ解析技術
YOKOGAWAが製造業の付加価値創出を支援すべく長年培ってきたパターン 
認識技術や、データ解析技術を活用することで、高速・軽量な機械学習エンジ
ンを実現しました。

■ 製造現場に耐えうる信頼性・可用性・保守性
プラットフォームにe-RT3 Plusを選択できます。e-RT3 Plusはアナログ／デジタル 
の入出力機能とリアルタイム性を兼ね備えているため、データ収集・解析が 
１台で実現でき、また、堅牢で保守性に優れています。

DUCSOnEX

機能維持
人間で検知可能

異常の予兆
（異常に至るまでの微かな変化）

装置停止
機能喪失

正 常 故 障異 常

いつもと違う ≒ 正常状態からのずれ（乖離）≒ 異常の予兆

DUCSOnEXが検知する装置の「いつもと違う」とは 

クライアント（Web画面）

開発支援機能：定義はウィザード形式で順番に定義を進めることが可能
実行機能：非正常度／特徴値トレンドの確認が可能
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（*1）学習モード時に実行

特徴値演算
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監視モデルCの学習データ

開発支援機能

データ収集定義（モジュール定義）、および解析条件の定義を行う。
ビルダ定義内容は、「分析プロジェクト」として管理され、実行機能
にインポートして利用

モジュール定義 FA-M3（AD／ CX／ HA）、共有メモリ

セグメント定義 実行開始トリガ：外部APより起動
実行終了トリガ：一定量（サンプル数）

特徴値定義
単変量：    基本統計量／順序統計量／ 

高速フーリエ変換
多変量： 相関・共分散／自己相／相互相関

監視モデル定義 独立特徴モデル／主成分分析によるモデル
／データ指向モデル

後処理定義 単純移動平均

データ収集

解析条件
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データ解析技術を用いた一般的なアプローチ のアプローチ

分析 
プロジェクト
定義ファイル

分析 
プロジェクト
定義ファイル
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