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設備・品質予兆検知ツール
CE10 クラウド版 設備・品質予兆検知ツール
OE10 オフライン版 設備・品質予兆検知ツール
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■ 概要
設備・品質予兆検知ツールは、当社製レコーダ（SMARTDAC+ シリーズ、DXAdvanced シリーズ）や他社製レコー
ダの記録データから「プロファイル波形」と「予兆検知モデル」を作成します。作成した「プロファイル波形」と「予
兆検知モデル」は、SMARTDAC+ (*) の設備・品質らくらく予兆検知（プロファイル機能 / ヘルスモニタ機能）で
利用することができます。

* 本書では、リリースナンバー 5（バージョン R5.01）以降の SMARTDAC+ シリーズを「SMARTDAC+」と表記しています。

・ このツールには、インターネットブラウザからクラウドに接続して使用するクラウド版と、PC にソフトウェア
をインストールして使用するオフライン版があります。

・ プロファイル機能は、プロファイル波形（測定値の上下限範囲）からの逸脱をアラームによって、お知らせす
る機能です。また、基準となる波形からの逸脱を画面上で確認することができます。

・ ヘルスモニタ機能は、予兆検知モデルを基に良否判定を行う機能です。正常と異常の度合いを示すヘルススコ
アを確認することができます。

クラウド

SMARTDAC+ シリーズ

SMARTDAC+ (R5.01 以降 )

DXAdvanced シリーズ

他社製
レコーダ

GDS, GEV, 
GSD, GSE

DAD, DAE, 
DSD, DSE

CSV

設備・品質予兆
検知ツール

記録データ

プロファイル波形
予兆検知モデル (*)

* 予兆検知モデルを利用するには、ダウンロード
ライセンスが必要です。

■ 製品構成およびライセンス
「プロファイル波形」と「予兆検知モデル」を作成す

るには、クラウド版またはオフライン版「設備・品
質予兆検知ツール」が必要です。
また、「予兆検知モデル」を SMARTDAC+ にダウンロー
ドして利用するためには、SMARTDAC+ の台数に応
じた「予兆検知モデル ダウンロードライセンス」が
必要です。ただし、「プロファイル波形」のダウンロー
ドにライセンスは必要ありません。

クラウド版 (*1)

形名 名称
CE10 クラウド版 設備・品質予兆検知ツール

（ライセンス有効期間 12 か月）
CE10L クラウド版 予兆検知モデルダウンロードライセンス

*1 クラウド版は、アカウント作成後 2 か月間有効と
なります。

オフライン版 (*2)

形名 名称
OE10 オフライン版 設備・品質予兆検知ツール＋予兆検知

モデル ダウンロードライセンス 1 台分
OE10L オフライン版 予兆検知モデルダウンロードライセンス

*2 オフライン版には、60 日の試用期間があります。
試用期間は、ライセンスなしで試用することがで
きます。ただし、試用期間中に「プロファイル波形」、

「予兆検知モデル」のダウンロードをすることはで
きません。
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■ プロファイル波形および予兆検知モ
デルを利用できる機器

以下の SMARTDAC+ でプロファイル波形および予兆
検知モデルを利用することができます。

形名：GX10、GX20、GP10、GP20、GM10
制限事項：
項目 プロファイル機能 ヘルスモニタ機能
リリースナンバー R5.01 以降
必要なオプション 通信チャネル機能

（付加仕様、/MC）
制限なし

同時に使用できな
い機能

マルチバッチ、未
来ペン 

マルチバッチ

同時に使用できな
い測定動作モード

高速、デュアルインターバル

記録周期 500ms 以上 制限なし

■ 機能仕様

● プロジェクトの作成
プロジェクトは、1 アカウント（オフライン版は 1
台の PC）に対して 30 個まで作成して保存するこ
とができます。1 つのプロジェクト (*) ごとにプロ
ファイル波形と予兆検知モデルを作成することが
できます。

* 記録データ、ラベリング情報、作成した予兆検知
モデル、およびプロファイル波形のセットです。

● データファイルのアップロードと表示
SMARTDAC+ シリーズ、DXAdvanced シリーズ、
および他社製レコーダの記録データファイルを
アップロード（オフライン版は「インポート」）す
ることができます。アップロードしたデータは、
リスト表示とグラフ表示を切り替えて表示するこ
とができます。
リスト表示： ファイル名、チャネル数、データ点

数、収集期間、ファイルフォーマット、
更新日時をリストで表示します。

グラフ表示： グラフ（トレンド波形）とファイル
名の一覧を表示します。

● データファイルの編集と保存
リスト表示またはグラフ表示からデータファイル
を選択すると拡大したグラフを表示することがで
きます。グラフは、X 軸（時間）、Y 軸（プロセス値）
方向の拡大 / 縮小や、任意の範囲でトリミングす
ることができます。編集したデータは、新たなデー
タファイルとして保存することができます。

● 予兆検知モデルの作成
アップロードしたデータから予兆検知モデルを作
成することができます。使用したいデータに対し
て、OK/NG のラベリングができます。また、予兆
検知モデルの判定精度を検証するため、任意のデー
タをテストデータに指定することができます。

・ テストデータに指定したデータは、予兆検知モデ
ル作成後にラベリング情報と判定結果を比較する
とともに、正常 / 異常の度合いを示すヘルススコ
アを表示することができます。

● プロファイル波形の作成
アップロードしたデータからプロファイル波形を
作成することができます。作成したプロファイル
波形は、チャネルごとにグラフで表示されます。

・ プロファイル波形は、X 軸、Y 軸方向の拡大 / 縮
小や、任意の範囲を選択してドラッグアンドド
ロップまたは値を直接入力して波形の微調整がで
きます。

● ログイン（クラウド版のみ）
作成したアカウント情報を使用してログインする
ことができます。

■ 利用できる記録データ
以下の記録データをアップロードして利用すること
ができます。

利用可能な記録データファイル：
機器 フォーマット

SMARTDAC+ シリーズ GDS、GEV、GSD、GSE
DXAdvanced シリーズ DAE、DAD、DSE、DSD
他社製レコーダ CSV
独自フォーマット（CSV）(*) CSV

アップロード可能なファイル数：
 1 プロジェクトに対して 50 個
アップロード可能なファイル：

記録チャネル：100ch 以内
ファイルサイズ：20MB 以内
*： ユーザ自身で作成した CSV ファイルを記録データ

として使用することができます。
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■ 必要な PC システム環境
ハードウェア

項目 内容
CPU Windows 10 Core2 Duo E6300 以上の Intel 社製 x64 または x86 プロセッサ

Windows 11 Core i5 以上、かつ第 8 世代以降の Intel 社製プロセッサ
メモリ Windows 10 4GB 以上

Windows 11 8GB 以上
ディスプレイ OS に対応したディスプレイ、1024 × 768 以上の解像度

OS と動作確認済みブラウザ
項目 内容
OS Windows 10 Home (64 bit 版 )

Pro (64 bit 版 )Windows 11
ブラウザ Google Chrome または Microsoft Edge (*)

表示言語 日本語または英語
* Microsoft Edge は、Chromium ベースのみの対応です。

■ 形名および仕様コード

● クラウド版
形名 付加仕様コード 記事
CE10 クラウド版 設備・品質予兆検知ツール（ライセンス有効期間 12 か月）

付加仕様 /AU モデルダウンロードライセンス SMARTDAC+ 1 台追加
 CE10 は、1 年単位で購入する必要があります。有効期間は、利用開始から 1 年間です。
 CE10 を注文する際は、事前にアカウントの作成が必要になります。

形名 基本仕様コード 記事
CE10L クラウド版 予兆検知モデルダウンロードライセンス

予兆検知モデル
対応台数

-01 SMARTDAC+ 1 台 追加
-03 SMARTDAC+ 3 台 追加
-05 SMARTDAC+ 5 台 追加
-10 SMARTDAC+ 10 台 追加
-20 SMARTDAC+ 20 台 追加
-50 SMARTDAC+ 50 台 追加
-A0 SMARTDAC+ 100 台 追加

ユーザ登録とアカウントの作成
クラウド版の利用開始時にユーザ登録を行ってアカウントを作成します。

・ 製品説明ページ（www.yokogawa.co.jp/ns/gx-ai/）にある申し込みから、メールアドレス等の必要事項を入
力して新規登録を行います。

・ 登録したメールアドレスに登録確認メールが届きます。メールに記載された URL にアクセスして、初期パス
ワードを設定し、アカウントを有効化します。

・ アカウント有効後は、登録確認メールにある設備・品質予兆検知ツール URL にアクセスすることが可能にな
ります。

● オフライン版
形名 記事
OE10 オフライン版 設備・品質予兆検知ツール + 予兆検知モデルダウンロードライセンス 1 台分

 OE10 には、SMARTDAC+ 1 台分のダウンロードライセンスが付加されます。

形名 基本仕様コード 記事
OE10L オフライン版 予兆検知モデルダウンロードライセンス

予兆検知モデル
対応台数

-01 SMARTDAC+ 1 台 追加
-03 SMARTDAC+ 3 台 追加
-05 SMARTDAC+ 5 台 追加
-10 SMARTDAC+ 10 台 追加
-20 SMARTDAC+ 20 台 追加
-50 SMARTDAC+ 50 台 追加
-A0 SMARTDAC+ 100 台 追加
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■ ご注文時指定事項
クラウド版設備・品質予兆検知ツールを注文する際は、事前にアカウントの作成が必要になります。
・ 形名および仕様コードをご指定ください。
・ ツールで作成した予兆検知モデルを SMARTDAC+ で利用する場合は、予兆検知モデルダウンロードライセンス

が必要です。予兆検知モデルを利用する SMARTDAC+ の台数分のライセンス数をご指定ください。

■ 見積・契約に関する個別の基本条件
本製品の保証についてはご契約時の基本条件他に定めます。下記は製品固有の基本条件となります。

・ バリデーション
 本製品の瑕疵によらず、バリデーション等のお客様のシステムの適合性は本製品の保証範囲外となります。
 バリデーション等への保証につきましては、担当営業にお問い合わせください。

■ 本製品のご利用について
・ モデルの診断結果や発報されるアラームは、参考情報として提示するもので、動作保証するものではありません。
・ 環境およびプロセスが変更された場合は、本ツールを使用して予兆検知モデルおよびプロファイル波形を作成

しなおす必要があります。
・ 本機能で提示される判定結果を使用して、自動操業を行うことはできません。
・ 判定結果は、学習に使用するデータの数やデータ点数によって、変化します。

商標について
・ SMARTDAC+、DXAdvanced は、横河電機の登録商標または商標です。
・ Microsoft、MS、Microsoft Edge、および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に

おける登録商標または商標です。
・ Intel Core は、Intel Corporation の商標です。
・ Google Chrome は、Google LLC の登録商標です。
・ その他、本文中に使われている会社名および商品名称は、各社の登録商標または商標です。
・ 本書では、各社の登録商標または商標に、" Ⓡ " および " TM " マークを表示していません。


