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1　まえがき

近年、IoT（Internet of Things）による製造業のデジ
タル化が進んでいる。特に、エッジコントローラによる現
場情報の解析・最適化機能を搭載するエッジヘビー化の取
組みが進められている。
富士電機では、早くから情報分析技術としてアナリティ

クス・AIに力を入れており、多くの適用実績を持った強
い技術として確立している。
「SignAiEdge（サインアイエッジ）」は、富士電機の

アナリティクス・AIの表示器一体型エッジコントローラ
である（図1）。バッチ生産とロット生産に対応しており、
導入から運用までをユーザーが行うことができる。現場で
の素早い導入と使いやすさに貢献することができる。
本稿では、SignAiEdgeの特徴である診断技術と診断方
法について述べる。

2　「SignAiEdge」の特徴

2 . 1 　表示器一体型診断装置
SignAiEdgeは、表1に示すラインアップを擁している。
顧客設備に近い“現場”で“すぐ”に使ってもらうことを
コンセプトにして開発した。このコンセプトを実現するた
めに、次の三つの特徴を持つ装置にした。
⒜　ユーザインタフェースとなる画面を備えること
⒝　さまざまな診断対象設備からデータ収集ができるこ
と
⒞　診断処理を高速に実行できるプラットフォームであ
ること
そこで富士電機製品であるプログラマブル表示器

「MONITOUCH
⑴

」の技術を発展させ､ 新たにシステムソ
フトウェアを開発して搭載することで、表示器一体型診断
装置を実現した。
診断に必要な機能を全て搭載した表示器一体型診断装置

は、タッチオペレーションが可能なので、PCのようにマ
ウスやキーボードを使うことなく、現場で誰にでも使いや
すい診断装置である。

2 . 2 　バッチプロセスの診断
SignAiEdgeは、Ethernet

〈注〉

などの通信手段により診断
対象装置に接続し、対象装置の状態データを取得して診断
する（図2）。
半導体製造や機械加工などの生産は、現場で一連の動作

を繰り返して行うバッチプロセス（図3）により製造する。
SignAiEdgeはこのバッチプロセスを対象とした診断を行

工場ですぐ使えるタッチオペレーションの現場型診断装置
「SignAiEdge（サインアイエッジ）」
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“SignAiEdge” On-Site Diagnostic System by Touch Operation That Supports Immediate 
Implementation to On-Site Diagnosis at Factories

近年、IoTによる製造業のデジタル化の中で、特にエッジコントローラによる現場情報の解析・最適化機能を搭載する
エッジヘビー化が進められている。富士電機は、アナリティクス・AIを搭載した表示器一体型のエッジコントローラであ
る「SignAiEdge（サインアイエッジ）」を開発した。バッチ生産とロット生産に対応している。導入から運用までをユー
ザー自身で行える。また、富士電機製品のプログラマブル表示器「MONITOUCH」を基にその技術を発展させることで、
タッチオペレーションが可能であり、工場ですぐに使うことができる。

In the recent digitalization of the manufacturing industry using the IoT, the introduction of edge-heavy systems is increasing, 
in which analysis and optimization of fi eld information are performed especially on edge controllers.  Fuji Electric has developed 
the “SignAiEdge” edge controller with a built-in display equipped with analytics and AI to support batch production as well as lot 
production applications.  It supports users to introduce and operate the system by themselves.  In addition to above features, we have 
advanced the technology of  our “MONITOUCH” programmable operator interfaces to enable user friendly touch operation, making 
the system easier to be deployed to solutions for factories.

〈注〉  Ethernet：富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標

図 1　現場型診断装置「SignAiEdge」
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う診断装置である。
SignAiEdgeは、診断対象装置に搭載されたプログ

ラマブルコントローラ（PLC：Programmable Logic 
Controller）と通信を行い、バッチプロセスの開始トリガ
となる信号を監視し、検出すると、診断対象装置の状態を
診断パラメータとして連続して計測する。あらかじめ設定
した回数のデータ収集を終えると、診断パラメータを用い
て自動的に診断し、結果を画面に表示する。
SignAiEdgeの診断機能は、表2に示す診断データを扱
うことができる。

3　診断技術

今回診断機能に適用した技術は、多変量統計的プロセ
ス管理（MSPC：Multivariate Statistical Process Control）
を用いた独自のバッチプロセス向け異常診断技術である。
ここでは、診断技術について述べる。

3 . 1 　MSPC
⑵

統計的プロセス管理とは、統計手法を活用してプロセ
スの運転状態を監視することで仕様を満たさない製品の
製造を未然に防ぎ、生産性を向上させるための技術であ
る。以前から広く使われている一変量統計的プロセス管
理（USPC：Univariate Statistical Process Control）は、
品質に影響を与えるプロセス変数に対して管理限界の上下
限を設定することで異常を診断する技術である。
これに対して、MSPCとは単純な上下限で異常を判定

表 1　「SignAiEdge」のラインアップ

型　式 UHK-0034 UHK-0037 UHK-0035 UHK-0038 UHK-0036

ベース機種型式 V9080iSLBD V9100iSB V9100iSLBD V9120iSB V9120iSLBD

画面サイズ 8.4型 10.4型 10.4型 12.1型 12.1型

画面解像度 SVGA （800×600）

電　源 DC AC DC AC DC

タッチパネル アナログ抵抗膜方式

無線LAN 非搭載

LANインタフェース 2CH 1CH 2CH 1CH 2CH

シリアルインタフェース 3CH

USBポート Type A、Type mini-B（Ver.2.0）

診断データの保存 SDカード

SDカードに記録された診断
データへのアクセス FTP

SignAiEdge

自動的に診断自動的に診断
診断対象機器
各社 PLC

センサ計測値
プロセス開始トリガ

診断結果の保存
画面コピーの保存診断結果の通知

例）警告灯点灯

Ethernet* 通信
シリアル通信など

メモリマップ

＊Ethernet：富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標

図 2　「SignAiEdge」と診断対象装置の接続

表 2　「SignAiEdge」の診断機能の仕様

項　目 仕　様

診断パラメータ数 1～最大100

診断パラメータ収集点数 2～最大1,000

診断パラメータ収集周期 0.1 ～ 60.0 s（0.1 s刻み）

Bit１
収集開始トリガ

診断
パラメータ数

診断データ 1
診断データ 2

診断データ 3

…

計測開始 計測終了、診断開始診断ユニット

バッチ 1

診断パラメータ
収集周期

インターバル
時間

診断パラメータ収集点数

バッチ時間

バッチ 2

図 3　バッチプロセスの診断タイムチャート
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するのではなく、変数間の相関関係を考慮した診断方法で
ある 〔図4⒜〕。まず、正常範囲のデータを主成分分析手
法によりモデル化する。そのモデルを用いて、図4⒝に示
したような楕円（だえん）形の範囲を正常範囲と定義する。
診断時には、診断対象の変数の値と正常モデル範囲との乖
離（かいり）度合いから判定を行う。これにより、MSPC
では USPCで検知できない異常を正確に検知できる。
MSPCの手順は次のようになる。
⑴　モデル化
過去の正常なデータから主成分分析などの多変量解析手

法を用いて正常モデル（変数間の相関を表す係数行列）を
作成する。

⑵　監視診断
計測データの正常モデルからの乖離度合いを異常指標で
あるQ 統計量、T 2 統計量の二つの指標として監視する。

Q = （ ）x x- -x
2 2
=
N

n=1
n xn  ……………………………⑴

 x
 
：  入力変数x のモデル上の推定値（次元圧縮後の
データを元の次元空間上の座標に再構築した値）

 N ：変数の数

M

ｍ=1
=2 2σtm

2t m
T  ……………………………………………⑵

 t ：主成分スコア
  σtm ：m番目の主成分スコアの標準偏差
 M ：主成分の数

3 . 2 　バッチプロセス向けMSPC
⑶

一般にバッチプロセスはプロセス値が一定状態でなく
途中で変数間の相関関係が変化する。したがって前述の
MSPCをそのまま適用すると、工程の進行に応じた相関
関係の大きな変化に埋もれてしまい、異常を検出すること
が難しい。この問題を解決するため、バッチプロセスの生
データから標準プロファイル（平均的なバッチプロセスの
動き）を差し引くことにより、変数間の定常的な相関が明
確に現れる手法を開発した。図5にこの処理のイメージを
示す。
この標準プロファイルを差し引いた後のデータを前述の

MSPCに適用する方式を採用し、バッチ内の各サンプリ
ング周期において異常指標のQ 統計量・T 2 統計量を正確
に算出している。

3 . 3 　診断技術の適用事例
バッチプロセス向けMSPCを冷蔵ショーケースシステ

ムに適用した事例を示す。冷蔵ショーケースは、コンビニ

（a）USPCによる異常診断

上限下限 プロセス値１

上限

下限

プ
ロ
セ
ス
値
2

（b）MSPCによる異常診断
プロセス値１

プ
ロ
セ
ス
値
2

上下限の範囲内は
正常と診断する

プロセス値１とプロセ
ス値２の関係が正常な
範囲から外れている
が、上下限内のため、
異常と診断できない

プロセス値１とプロセ
ス値２の関係が正常な
範囲から外れているた
め、異常と診断できる

データの分布をモデル
化し、そのモデルの範
囲内は正常と診断する

図 4　USPCとMSPC

元データ

標準プロファイル
（モデル）

標準プロファイル
からの変動分

立下り

立上り

定常状態

（a）正常時 （b）異常時

時　間－
=

（引き算）

時　間

時　間

標準プロファイル
を差し引く

これを監視する

時　間－
=

（引き算）

時　間

時　間

標準プロファイル
を差し引く

平均プロファイルを
差し引くことで異常
が現れる
→これを検知する

このまま見ていても
変動がプロファイル
に埋もれてしまう

図 5　バッチプロセス向けMSPCの処理イメージ
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エンスストアやスーパーマーケットなどで生鮮食料品の販
売に用いられる。システムが故障すると店舗にとっても
消費者にとっても大きな損失となる。そのため、これを
事前に検知して対処することが大きな課題となっている。
ショーケースは一定時間ごとに除霜処理が行われ、温度な
どのデータが周期的に変化するためバッチプロセスとして
扱うことができる。そこで今回この冷蔵ショーケースシス
テムのデータに対し、バッチプロセス向けMSPCを適用
して異常診断効果を検証した。
ある実店舗において、着霜による高温警報発生に対して

診断を行い、得られた異常指標のQ 統計量の時系列グラ
フを図6に示す。
従来は警報直前にならないと発見できなかったが、異常
発生の約 3週間前に診断指標が急激に大きくなっており、
異常の兆候を検知していることがわかる。

4　あとがき

工場ですぐ使えるタッチオペレーションの現場型診断装

置「SignAiEdge（サインアイエッジ）」について述べた。
エッジヘビー化の要求が高まる中で、コア技術を主軸に

コンポーネントの製品群を活用することで、お客さまの課
題解決につながる製品を提供できるよう、開発を進める所
存である。
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＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FFFE3B7562970A4E67306E3068883A7901307E305F306F30FB96505BE130FC30EB308430A430F330BF30FC30CD30C330C8304C7D317567300190E14F59308B305F3081306E302000410064006F0062006500200050004400460020008765F8666E305C4F10626B3069905730663044307E305930023053306E302D8A9A5B67305C4F106255308C305F3020005000440046002000D530A130A430EB306F3001304100630072006F0062006100740020004A30883073302000410064006F00620065002000520065006100640065007200200038002E0030002000E54E4D9667308B954F30533068304C3067304D307E3059300230>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FFFE5B004E4FE389CF50A65E5D00>
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


