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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。
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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。
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図 特徴量の反映

■ 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。

F03.ai

データ取り込み
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図 データ取り込み機能とインポートダイアログ
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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、バッチ ID をキーとして紐づけが行われます。
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図 データ取り込み機能とインポートダイアログ

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

● 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バッチ 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を可視化することで、良品質・
悪品質バッチの切れ目やデータの変化点を詳細に探すことが可能です。

F05.ai

図 グラフ表示機能

グラフ表示では以下の機能を提供します。
• 良・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）
• バッチ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
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●  特徴量定義機能
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

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。
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図 特徴量定義機能
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●  バッチ仕分け機能
運転状況ごとにバッチ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。
運転状況が異なるバッチ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。
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図 バッチ仕分け機能

• 手動バッチ仕分け：運転を変える条件が明確である場合、手動で条件となるパラメータと閾値を設定すること
でバッチを仕分けることができます。

• 自動バッチ仕分け：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。

2018.11.16-00
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●  KPI 作成機能
指標を作成するためのバッチと評価対象のパラメータ・特徴量を選択することで、機械学習により指標を作成し
ます。作成された指標を評価対象のバッチに適用することで、評価対象バッチの運転評価を行います。
評価対象バッチ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バッチや、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 として検知したバッチ数） / （品質が実際に Bad であるバッチ数）
• 誤検出率 ＝ （品質を誤って Bad として検知したバッチ数） / （品質が実際に Bad であるバッチ数）

作成された指標を用いて、評価対象バッチの運転を評価できます。
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図 KPI 作成機能

■ 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 （日本語版）
  Windows 10 Enterprise LTSB （日本語版）

2018.11.16-00
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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

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

 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は、１年ごとの使用権です。継続使用の際には１年ごとに購入し
てください。DPI 運転評価ツール用ソフトウェアメディアは、一度のみ購入してください。
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 プロジェクトまで解析できます。5 プロジェ
クト以上を解析する場合には、特注にて対応します。特注の詳細については、当社にお問い合わせください。

■ 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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