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■ 概要
お客様の製造現場では変化に強い操業が求められ、製造データを活用し解析などの改善作業に取り組まれていま
す。
Digital Plant Operation Intelligence（DPI）品質安定化システムは、お客様の業務改善活動による製品品質の安定
化により、工場の競争力向上を支援することを狙いとしています。生産の 4M（Material= 原料・Machine= 設備・
Method= 工程・huMan= 人）が変化している中でも安定的に良品質の製品を生産し続けることに貢献します。良
品質の製品を生産した際の指標から、現在の生産状況が指標に沿っているかを判断し、指標から外れた場合には
改善案を提示します。
運転評価ツールは、バッチプロセスにおける過去の原料・工程・実績・品質データおよび現場の経験・知見から、
生産状況と製品品質の関係を示す指標（KPI：Key Performance Indicator）を構築する製造業のお客様に特化した
機械学習ソフトウェアです。指標に基づいて生産状況を見える化することで、お客様の効率的な改善 PDCA の実
現に寄与します。簡単な操作で、本格的な機械学習を用いたデータ分析・指標作成を行うことができます。

■ 特長

● 必要なデータを簡単に取り込める
データ分析や指標作成のためには、関連部署からさまざまなデータを受領する必要があります。
本ツールでは、CSV 形式でデータを取り込むことができます。また取り込まれたデータは製品＋バッチをキーと
したフォーマットに統合されます。

F01.ai

図 異なるデータの取り込み

● データの可視化を簡単に行える
取り込まれたデータを即座にさまざまなグラフで可視化し、データ分析を強力にサポートします。機械学習を適
用して指標を作り出す前に、データ間の関係を試行錯誤的に紐解くことが可能です。
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● 現場の知見を機械学習に反映できる
現場のエキスパートは、経験的にどのデータが製品品質に影響を与えているか、プラント運転中に注目すべきポ
イントは何かを知っているものです。またプロセスエンジニアは、物理化学の理論からどのデータが製品品質に
影響を与えるかを知っているものです。
本ツールでは、現場の知見やプロセス理論などを特徴量として定義し、機械学習による指標作成の際に、特徴量
定義を加味することで、経験的・物理化学的に合理性のある指標を作成し、運転を評価することができます。

F02.ai

図 特徴量の反映

■ 本ツールの位置づけ
世の中には、AI、機械学習、統計学などを使ったさまざまな優れた解析ツールがあります。
しかし、これらを解析作業で使用した場合、一つのツールですべてをカバーしようとすると、簡単な作業にもか
かわらず非常に難しい、手間がかかるといった問題に直面します。
下記の図に示したように、解析の目的、解析のフェーズに合わせて、適材適所なツールを使用することが、解析
作業の近道となります。
DPI は、製造現場向け品質改善専用に特化することで、目的と機能を絞り込み、使いやすさを優先したツールです。
必要なデータを決め、ひとつの方法論に限定しているので、理解が早く、すぐに使い始められます。
DPI は、品質安定化を目的に、解析フェーズ初期の段階で解析に影響のありそうな 4M パラメータにあたりを付
けることを目的にしています。あたりを付けたあとは、他のツールを使って深く解析するような手法を推奨します。

＜用途軸＞

＜解析フェーズ軸＞

F14.ai

JMP StatWorks

MS-Excel
Tableau

簡易解析
（広く浅く）

製造業専用
製造現場向け
品質改善専用

汎用

詳細解析
（狭く深く）

BD-CUBE/日立
Bigeyes/Azbil
PDA/横河

SPSS/IBM
Data Robot
SAS

DPI

図 DPI の位置づけ
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■ システム構成
本ツールは、単独 PC 上で動作するソフトウェアです。

■  機能仕様
本ツールは、バッチプロセスにおける過去の原料データ、生産実績データ、プロセスデータおよび製品評価デー
タを入力として、データの分析、指標の作成、および運転の評価ができるオフラインツールです。
データ取り込み、KPI 準備、KPI 作成の３つの機能群から構成されます。

F03.ai

データ取り込みデ
ー
タ
取
り
込
み

データ
プロファイリング
（グラフ表示）

ロット仕分け

KPI作成
判別KPI

推定KPI（*1）

他ツール出力（*2）

製品評価
データ

生産実績
データ

原料
データ

プロセス
データ

ロット評価列
作成

KP
I準
備

KP
I作
成

特徴量定義

変化点作成

*1： R1.02 から対応
*2： R1.01.01 から対応

図 DPI 機能一覧
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● データ取り込み機能
原材料データ、原材料投入データ、生産実績データ、プロセスデータ、製品評価データをツールに取り込みます。
取り込まれたデータに対して、ロット ID をキーとして紐づけが行われます。

F04.ai

（*1）

*1： R1.02 から対応
図 データ取り込み機能

• 原材料データ（ロット ID 情報を含まない）は、原材料投入データ（ロット ID 情報を含む）と統合することでロッ
ト単位に紐づけされます。

• プロセスデータは、バッチ開始時刻・終了時刻データによりロット単位に紐づけされます。

● データプロファイリング（グラフ表示）機能
データ取り込み機能により取り込まれた各データをロット ID 単位でグラフ表示します。ヒストグラム、バッチト
レンド、プロセストレンド、散布図を使用してデータのばらつきやデータ間の関係（相関図）を可視化することで、
良品質／悪品質ロットの切れ目やデータの変化点を詳細に探すことができます。

F05.ai

相関係数表示（*1）

全相関図

（*1）

*1： R1.02 から対応
図 グラフ表示機能

2019.08.22-00
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グラフ表示では以下の機能を提供します。
• 良品質／悪品質や運転ステータスなどによるグラフ色分け表示設定（層別）
• ロット単位でのグラフ表示・非表示設定
• グラフの拡大・縮小設定
• トレンドグラフの時間重ね合わせ機能

・ トレース表示
 ヒストグラムや管理図のどれかをクリックすることで品質データ、工程データ、原料データ、散布図、データベー

スのどのポジションにあるかをトレースで表示できます。
・ 散布図表示
 散布図には、平均線、３σ線、相関係数、近似直性、近似直線の数式を表示できます。（*1）

*1： R1.02 から対応

● ロット評価列作成機能
読み込んだ製品品質データ以外に、ベーステーブルにあるデータから新たな製品品質データを作り出すことがで
きます。
たとえば、品質データの一つである PH を使い、PH ＞ 4 以上を品質 Good とし、それ以外を品質 Bad にすること
ができます。

F16.ai

図 ロット評価列作成機能

2019.08.22-00
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● 変化点作成機能
工程をさらに分割するために変化点を作成することができます。プロセスの状況が変わったタイミング（流量が
ある値以上になる、温度が上昇を開始したなど）を変化点として定義できます。
特徴量を作成する際に重要な工程トレンドを複数ロット分重ねて表示します。その際、作成した変化点ですべて
のトレンドの始点を揃えて重ねて表示することが簡単な操作で実現できます。

F17.ai

図 変化点作成機能

2019.08.22-00
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●  特徴量作成機能
機械学習により生産状況と製品品質の関係を示す指標を作成する際に、運転経験やプロセス知識で得られたプロ
セスデータに対する傾向を特徴量として定義できます。

特徴量定義の種類

指定期間：
プロセスデータ時間帯間の期間を特徴量として定義します。

差分：
プロセスデータ値間の差分を特徴量として定義します。

瞬時値：
指定時刻でのプロセスデータの瞬時値を特徴量として定義します。

最大値：
期間内のプロセスデータの最大値を特徴量として定義します。

最小値：
期間内のプロセスデータの最小値を特徴量として定義します。

AVE
平均値：
期間内のプロセスデータの平均値を特徴量として定義します。

標準偏差

標準偏差：
期間内のプロセスデータの標本標準偏差を特徴量として定義します。（*1）

傾き
傾き：
期間内のプロセスデータ値間の傾きを特徴量として定義します。（*1）

*1： R1.02 から対応

F06.ai図 特徴量作成機能

2019.08.22-00
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●  ロット仕分け機能
運転状況ごとにロットを仕分ける機能を提供します。仕分けられたグループごとに指標を作成できます。
運転状況が異なるロットをまとめて指標を作成した場合、指標の精度が上がらないことがあります。たとえば、
夏と冬で運転状況が変わってしまっているような場合、夏用の指標、冬用の指標をそれぞれ作成することにより、
それぞれ精度の高い指標を作成することが可能となります。

F07.ai

（*1）

*1： R1.02 から対応
図 ロット仕分け機能

ロットを仕分けるには手動ロットと自動ロットがあります。
手動ロット仕分け
手動仕分けには 2 種類の方法があります。

• パラメータとしきい値を設定することでロットを仕分けることができます。
• 散布図でデータのばらつきを見ながら、自由に直線を引くことでロットを仕分けることができます。（*1）

*1： R1.02 から対応
自動ロット仕分け

運転を変える条件が明確でない場合、条件となるパラメータを複数選択することで、自動的に同じ性質のバッ
チに仕分けることができます。

●  KPI 作成機能
運転（製造）状態を製品品質視点で機械学習を使い評価します。
運転（製造）状態は、4M のデータを組み合わせて表現します。
評価した結果を KPI という形で定量化します。
本ツールでは、2 つの KPI をサポートします。
判別 KPI

・概要
KPI は、製品品質特性の判別（Good/Bad）です。
KPI は、0 より大きな実数で、通常は、4.0 より小さいと Good、4.0 以上になると Bad と判別します。

・表現方法
データは、運転（製造）ロットごとに管理されています。
製品品質特性が良い時の運転（製造）ロットを選択し、正常時のモデルを作成します。このモデルと評価対象のロッ
トとの違いを KPI として表現します。

・評価方法
評価対象ロットの品質評価結果とあらかじめ定義された製品評価データに基づいて、作成された指標の検出率、
誤検出率を求め、指標を評価できます。さらに誤検出されたロットや、乖離の程度を可視化できるため、より精
度の高い指標が作成できます。
• 検出率 ＝（ 品質を正しく Bad として検知したロット数） /（ 品質が実際に Bad であるロット数）
• 誤検出率 ＝（ 品質を誤って Bad として検知したロット数） /（ 品質が実際に Bad であるロット数）

2019.08.22-00
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F08.ai

貢献度表示(*1)

*1： R1.02 から対応
図 判別 KPI 作成機能

推定 KPI（*1）
・概要
KPI は、製品品質特性の推定値です。
物理化学量で表示します。

・表現方法
同じレシピでかつ正常な運転（製造）ロットを選択肢し、製品品質特性値の推定モデルを作成します。
このモデルから評価対象のロットの製品品質特性を推定します。

F18.ai

図 推定 KPI 作成機能

・評価方法
適合率と基準空間精度で推定結果を評価します。
適合率：すべてのロットのうち、[ 推定値の評価基準 ] のしきい値内に入っているロットの割合。100％が理想値。
基準空間精度：推定値と実績値の相関の度合い。0~1 の値をとり、1 が理想値（どのロットも推定値と実績値がぴっ
たり合うことを意味している）。

*1： R1.02 から対応

2019.08.22-00



10<< 目次 >>  << 索引 >>

All Rights Reserved. Copyright © 2018, Yokogawa Electric Corporation GS 37A01A01-01JA

● 他ツール出力機能（*1）
DPI で作成したテーブルデータを CSV に出力できます。
DPI で改善点のあたりを付け、他のツールを使ってより深く解析するといった使い方ができます。
出力するファイル（CSV）には、お客様の CSV から読み込んだデータと、DPI 内で生成した変化点情報、特徴量デー
タ、ロット仕分け情報などを含みます。なお、トレンドデータは含みません。

*1： R1.02 から対応

■ 動作環境

●  ハードウェア動作環境
CPU  2.4 GHz 以上のクロック、論理プロセッサ数 4 以上の性能を有する CPU
主記憶容量 4 GB 以上
ディスク容量 5 GB 以上の空き容量が必要

●  ソフトウェア動作環境
OS  Windows 10 Pro 64 ビット（日本語版）
  Windows 10 Enterprise LTSB 2016 64 Bit（日本語版）
  Windows 10 Enterprise LTSC 2019 64 Bit（日本語版）

■ 制限事項
次の制限事項を超える解析を希望される場合は、当社までお問い合わせください。

●  プロジェクト数
解析するテーマ１つを 1 プロジェクトとします。1 ライセンスで 5 プロジェクトまで作成できます。
また、オプションライセンスを追加購入いただくことで、最大 25 プロジェクトまで拡張することができます。

●  1 プロジェクトあたりのデータベースサイズ
1 ライセンスで 1 プロジェクトあたり 200 ロット、200 パラメータのデータベースを作成することができます。
また、オプションライセンスを追加購入いただくことで、ロット、パラメータそれぞれ個別に最大 1000 個まで
拡張することができます。

F9.ai

DPI
データベース

パラメータ
200

Max.
1000

Max.
1000

ロット
200 基本

2019.08.22-00
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●  工程トレンドデータサイズ
1440 データを 1 ユニットと考えます。これは、1 分周期のデータ 1 日分に相当します。
周期、期間、プロセスタグ数、ロット数から算出し、ユニット数の総計は、10000 ユニットまでです。

1ユニット

1ユニット

1ユニット

1ユニット1ユニット

1分周期、1日分
＝1440データ

プロセスタグ
1点

プロセスタグ数

プロセスタグ数とロット数から
ユニット数の総計10000 ユニットまでロット数

F10.ai

（例１）
1 つのプロセスタグで、1 分周期で 1 日分（1440 データ）の場合は、１ユニットとカウントします。
これを 100 個のプロセスタグで 100 ロット分とすると以下のようになります。
１ユニット＊ 100 タグ＊ 100 ロット＝ 10000 ユニット

1ユニット

1ユニット

1ユニット

1ユニット

100 プロセスタグ

1ユニット＝
1分周期、1日分＝1440 データ

1ユニット×100 タグ×100 ロット＝10000 ユニット

100 ロット

F11.ai

（例２）
1 つのプロセスタグで、1 分周期で２日分（2880 データ）の場合は、2 ユニットとカウントします。
これを 20 個のプロセスタグで 100 ロット分とすると以下のようになります。
2 ユニット＊ 20 タグ＊ 100 ロット＝ 4000 ユニット

2ユニット2ユニット

2ユニット2ユニット

20 プロセスタグ

2ユニット＝
1分周期、2日分＝2880 データ

2ユニット×20 タグ×100 ロット＝4000 ユニット

100 ロット

F12.ai

（例３）
1 つのプロセスタグで、 10 秒周期 で 2 時間分（720 データ）の場合は、0.5 ユニットとカウントします。
これを 20 個のプロセスタグで 100 ロット分とすると以下のようになります。
0.5 ユニット＊ 20 タグ＊ 100 ロット＝ 1000 ユニット

0.5
ユニット

0.5
ユニット

0.5
ユニット

0.5
ユニット

20 プロセスタグ

0.5ユニット＝
10秒周期、2時間分＝720 データ

0.5ユニット×20 タグ×100 ロット＝1000 ユニット

100 ロット

F13.ai

2019.08.22-00
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■ 形名・仕様コード
DPI 運転評価ツール用ソフトウェアメディア

記事

形名 D01QS100M Digital Plant Operation Intelligence 品質安定化システム運転評価ツール用ソフトウェアメディア 
（DPI オフライン）

基本仕様
コード

-D DVD

 1 常に 1

  1 バッチプラント向け

DPI 運転評価ツール用ソフトウェアライセンス（新規・更新時購入用）

記事

形名 D01QS100L Digital Plant Operation Intelligence 品質安定化システム運転評価ツール用ソフトウェアライセンス
（DPI オフライン）

基本仕様
コード

-P 紙（200 ロット／ 200 パラメータ／ 5 プロジェクト含む）

 1 常に 1

  1 バッチプラント向け

付加仕様
コード

/L200 ロット数拡張（200 ロット）

/L400 ロット数拡張（400 ロット）

/L600 ロット数拡張（600 ロット）

/L800 ロット数拡張（800 ロット）

/PA200 パラメータ数拡張（200 パラメータ）

/PA400 パラメータ数拡張（400 パラメータ）

/PA600 パラメータ数拡張（600 パラメータ）

/PA800 パラメータ数拡張（800 パラメータ）

/PJT5 プロジェクト数拡張（5 プロジェクト）

/PJT10 プロジェクト数拡張（10 プロジェクト）

/PJT15 プロジェクト数拡張（15 プロジェクト）

/PJT20 プロジェクト数拡張（20 プロジェクト）

・ DPI 運転評価ツール用ソフトウェアライセンスは、実際の使用有無にかかわらず納入日から 1 年間有効な使用
権です。継続使用の際には１年ごとに購入してください。

 なお、DPI 運転評価ツール用ソフトウェアメディアは、初回のみ購入してください。契約期間中のバージョンアッ
プは Partner Portal からお客様自身でダウンロードして入手できます。

・ PC ごとにアクティベーションコードを発行するため、PC の台数と同じ数量の DPI 運転評価ツール用ソフトウェ
アライセンスを購入してください。DPI 運転評価ツール用ソフトウェアメディアは、１枚のみ購入してください。

・ 解析するテーマ１つを１プロジェクトとします。1 ライセンスで 5 プロジェクト、データベースサイズは 200 ロッ
ト× 200 パラメータ、工程トレンドデータ 1000 ユニットを利用できます。プロジェクト数、ロット数、パラメー
タ数を拡張して利用したい場合は、付加仕様コードを購入ください。なお、トレンドデータは拡張できません。

・ ロット / パラメータ / プロジェクトサイズを個別に拡張可できます。
 基本ライセンス含まれる 5 プロジェクト、200 ロット /200 パラメータと合わせて、最大 1000 ロット /1000 パ

ラメータ /25 プロジェクトまで使用可能です。
 ただし、データベースサイズはシステムで一つになります。一部のプロジェクトだけ拡張し、残りは現状のま

まといったことはできません。
 付加仕様 L200/L400/L600/L800 は、どれか一つのみ選択できます。
 付加仕様 PA200/PA400/PA600/PA800 は、どれか一つのみ選択できます。
 付加仕様 PJT5/PJT10/PJT15/PJT20 は、どれか一つのみ選択できます。

・ 制限を超えて使用した場合、DPI 画面上にワーニングが表示され、ある時期からは使用できなくなります。
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DPI 運転評価ツール　ロット数拡張用ライセンス（追加購入用）

記事

形名 D01QS200L Digital Plant Operation Intelligence 品質安定化システム運転評価ツール用ロット拡張（200 個）用
ライセンス（1 年未満用）

基本仕様
コード

-M01 1 か月分

-M02 2 か月分

-M03 3 か月分

-M04 4 か月分

-M05 5 か月分

-M06 6 か月分

-M07 7 か月分

-M08 8 か月分

-M09 9 か月分

-M10 10 か月分

-M11 11 か月分

DPI 運転評価ツール　パラメータ数拡張用ライセンス（追加購入用）

記事

形名 D01QS300L Digital Plant Operation Intelligence 品質安定化システム運転評価ツール用パラメータ拡張（200 個）
用ライセンス（1 年未満用）

基本仕様
コード

-M01 1 か月分

-M02 2 か月分

-M03 3 か月分

-M04 4 か月分

-M05 5 か月分

-M06 6 か月分

-M07 7 か月分

-M08 8 か月分

-M09 9 か月分

-M10 10 か月分

-M11 11 か月分

DPI 運転評価ツール　プロジェクト数拡張用ライセンス（追加購入用）

記事

形名 D01QS400L Digital Plant Operation Intelligence 品質安定化システム運転評価ツール用プロジェクト拡張（5 個）
用ライセンス（1 年未満用）

基本仕様
コード

-M01 1 か月分

-M02 2 か月分

-M03 3 か月分

-M04 4 か月分

-M05 5 か月分

-M06 6 か月分

-M07 7 か月分

-M08 8 か月分

-M09 9 か月分

-M10 10 か月分

-M11 11 か月分

・新規に契約するまたは契約を更新する場合は、D01QS100L を購入してください。
・D01QS100L のライセンス有効期間中にロット数／パラメータ数／プロダクト数を拡張する場合のみ、

D01QS200L、D01QS300L、D01QS400L を購入してください。
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拡張ライセンスの手配について
ライセンス使用期間とデータ収集サイズに柔軟性を持たせることができます。基本ライセンスを使用中に随時デー
タベースを拡張することを想定しています。ロット数、パラメータ数、プロジェクト数それぞれ必要な単位数を
基本ライセンスの更新期限までの残り月数を 1 か月単位で購入ください。

F15.ai

ロット数200個

ロット数200個

ロット数200個

ロット数200個

パラメータ数200個

ロット200／パラメータ200／プロジェクト5

拡張

単位数

Max.1000ロット Max.1000パラメータ Max.25プロジェクト

基本

更新
更新

2019
6/12

2019
11/27

2020
3/9

2020
6/12

拡張用ライセンス1

拡張用ライセンス2

基本

端数（日割り）は切り捨て
てください。

3か月＋3日
　→3か月分手配

パラメータ数200個

パラメータ数200個

パラメータ数200個

プロジェクト数5個

プロジェクト数5個

プロジェクト数5個

プロジェクト数5個

ライセンス状態確認方法
お客様のシステムからライセンスの状態を確認できます。DPI のシステムを立ち上げ「ヘルプ」から「運転評価ツー
ルについて」を選択すると、下図のような情報が表示されます。なお、この表示は R1.02 に更新後から使用可能です。

F19.ai

図 ライセンス状態確認

■ ご注文時指定事項
ご注文の際は、形名と仕様コードを指定してください。

■ 商標
・本文中に使われている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

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。
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