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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機械設備の異常予兆の有無を診断する異常予兆診断装置であって、
　前記機械設備に設置された複数のセンサによって測定された多次元センサデータを取得
するセンサデータ取得手段と、
　異常予兆の診断対象となる前記多次元センサデータである診断対象データについて、前
記機械設備が正常に稼動しているときに取得した前記多次元センサデータを学習データと
して用い、当該学習データをクラスタ化して作成された事例モデルからの前記診断対象デ
ータの乖離の度合いを示す異常度の大きさに基づいて、前記異常予兆の有無を診断する第
１診断手段と、
　前記診断対象データを構成する１または２以上の個別のセンサデータの値が、それぞれ
予め定められた所定の範囲内にあるか否かに基づいて、前記異常予兆の有無を診断する第
２診断手段と、を備え、
　前記第１診断手段によって異常予兆があると診断された場合に、前記第２診断手段が異
常予兆診断のために参照する前記１または２以上の個別のセンサデータを、前記異常度に
対する前記個別のセンサデータの寄与の大きさを示す寄与度の大きさに基づいて、前記診
断対象データの中から選択することを特徴とする異常予兆診断装置。
【請求項２】
　前記第２診断手段が異常予兆診断のために参照するセンサデータは、前記寄与度が最も
大きいセンサデータであることを特徴とする請求項１に記載の異常予兆診断装置。
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【請求項３】
　前記第１診断手段によって異常予兆があると診断された場合に、前記第２診断手段が診
断のために参照したセンサデータの変化の履歴をグラフ表示することを特徴とする請求項
１または請求項２に記載の異常予兆診断装置。
【請求項４】
　前記異常度は、前記診断対象データと、前記事例モデルを構成するクラスタの中で前記
診断対象データとクラスタの重心との距離が最も近いクラスタである所属クラスタの重心
と、の距離を、当該所属クラスタの広がりを示す指標であるクラスタ半径で除した値であ
ることを特徴とする請求項１ないし請求項３の何れか一項に記載の異常予兆診断装置。
【請求項５】
　前記寄与度は、前記診断対象データを構成する個別のセンサデータと、前記所属クラス
タの重心の当該個別のセンサデータに対応する成分との差の絶対値を、前記診断対象デー
タと前記所属クラスタの重心との距離で除した値であることを特徴とする請求項１ないし
請求項４の何れか一項に記載の異常予兆診断装置。
【請求項６】
　機械設備の異常予兆の有無を診断する異常予兆診断方法であって、
　前記機械設備に設置された複数のセンサによって測定された多次元センサデータを取得
するセンサデータ取得工程と、
　異常予兆の診断対象となる前記多次元センサデータである診断対象データについて、前
記機械設備が正常に稼動しているときに取得した前記多次元センサデータを学習データと
して用い、当該学習データをクラスタ化して作成された事例モデルからの乖離の度合いを
示す異常度の大きさに基づいて、前記異常予兆の有無を診断する第１診断工程と、
　前記診断対象データを構成する１または２以上の個別のセンサデータの値が、それぞれ
予め定められた所定の範囲内にあるか否かに基づいて、前記異常予兆の有無を診断する第
２診断工程と、を含み、
　前記第１診断工程において異常予兆があると診断された場合に、前記第２診断工程にお
ける異常予兆診断のために参照する前記１または２以上の個別のセンサデータを、前記異
常度に対する前記個別のセンサデータの寄与の大きさを示す寄与度の大きさに基づいて、
前記診断対象データの中から選択することを特徴とする異常予兆診断方法。
【請求項７】
　前記第２診断工程において異常予兆診断のために参照するセンサデータは、前記寄与度
が最も大きいセンサデータであることを特徴とする請求項６に記載の異常予兆診断方法。
【請求項８】
　前記第１診断工程において異常予兆があると診断された場合に、前記第２診断工程で診
断のために参照したセンサデータの変化の履歴をグラフ表示することを特徴とする請求項
６または請求項７に記載の異常予兆診断方法。
【請求項９】
　前記異常度は、前記診断対象データと、前記事例モデルを構成するクラスタの中で前記
診断対象データとクラスタの重心との距離が最も近いクラスタである所属クラスタの重心
と、の距離を、当該所属クラスタの広がりを示す指標であるクラスタ半径で除した値であ
ることを特徴とする請求項６ないし請求項８の何れか一項に記載の異常予兆診断方法。
【請求項１０】
　前記寄与度は、前記診断対象データを構成する個別のセンサデータと、前記所属クラス
タの重心の当該個別のセンサデータに対応する成分との差の絶対値を、前記診断対象デー
タと前記所属クラスタの重心との距離で除した値であることを特徴とする請求項６ないし
請求項９の何れか一項に記載の異常予兆診断方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラントや設備などの異常予兆を診断する異常予兆診断装置および異常予兆
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診断方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　様々な機器から構成されるプラントや各種の設備は、長期間に渡り正常に稼動すること
が要求される。しかし、運転条件の変化などに基づく負荷の変動や多くの要因によって、
プラントや設備を構成する機器には様々なトラブルが発生する。通常、これらの機器には
、その稼働状態を把握することや異常状態を検知することを目的として、様々なセンサが
設置され、運転状態を監視している。
【０００３】
　また、これらのセンサによる測定データに基づいてプラントや機械設備を遠隔から監視
し、診断する方法が種々提案されている。一般的には、センサによる測定データに対して
、経験的に上下限の閾値を定め、測定データが上下限の閾値の範囲から外れた場合に、そ
のセンサによって特定される部位の異常を検知する。例えば、特許文献１には、部位と、
その部位の異常を検出するための複数のセンサを予め対応付けておき、対応付けられたセ
ンサによる測定データに基づいて当該部位の異常を診断する診断方法が記載されている。
【０００４】
　一方、複数のセンサによる測定データに対して、統計的処理を施して異常予兆を検知す
るデータマイニングの手法を用いた診断方法が提案されている。例えば、特許文献２には
、複数のセンサによる測定データから特徴量を抽出し、その特徴量の変化を監視すること
により異常を診断する診断方法が記載されている。独自の特徴量を用い、過去の測定デー
タを用いて学習した事例モデルからの乖離の度合いを監視することにより、個々のセンサ
による測定データの監視のみの場合と比較して、早期に異常の検知を可能にするものであ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－７６３３４号公報
【特許文献２】特開２００７－１９８９１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載された診断方法では、診断対象となる部位とセンサと
の対応関係が予め定められており、予め部位と異常予兆を検知するためのセンサとの適切
な対応が既知である必要がある。このため、新規なシステムなどでこの対応関係が十分に
把握できていない場合には、適切な診断を行えない場合が生じるおそれがあった。
【０００７】
　また、特許文献２に記載された診断方法にように、複数のセンサによる測定データに対
して統計的な処理を施して作成した事例モデルを用いるデータマイニング手法による診断
方法では、個別のセンサによる測定データによっては検知が困難な異常予兆を早期に検知
できる場合があるものの、検知した異常予兆に対応する異常内容の解釈が難しく、異常部
位を特定したり、トリップ（異常による機械設備の停止）時期を適切に判断したりするこ
とが難しかった。
【０００８】
　本発明は、前記した問題に鑑みて創案されたものであり、異常予兆の有無の診断を適切
に行うことができる異常予兆診断装置および異常予兆診断方法を提供することを課題とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記した課題を解決するために、本発明の異常予兆診断装置は、機械設備に設置された
複数のセンサによって測定された多次元センサデータを取得するセンサデータ取得手段と
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、異常予兆の診断対象となる多次元センサデータである診断対象データについて、そのプ
ラントまたは設備が正常に稼動しているときに取得した多次元センサデータを学習データ
として用い、当該学習データをクラスタ化して作成された事例モデルからの診断対象デー
タの乖離の度合いを示す異常度の大きさに基づいて異常予兆の有無を診断する第１診断手
段と、診断対象データを構成する１または２以上の個別（一次元）のセンサデータの値が
、それぞれ予め定められた所定の範囲内にあるか否かに基づいて、異常予兆の有無を診断
する第２診断手段と、を備え、第１診断手段によって異常予兆があると診断された場合に
、第２診断手段による異常予兆診断のために参照する１または２以上の個別のセンサデー
タを、異常度に対する寄与の大きさを示す寄与度に基づいて診断対象データの中から選択
する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、異常予兆の有無の診断を適切に行うことができる異常予兆診断装置お
よび異常予兆診断方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態に係る異常予兆診断装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に係る異常予兆診断装置のリモートモニタリング部の構成を示
すブロック図である。
【図３】本発明の実施形態に係る異常予兆診断装置のデータマイニング部の構成を示すブ
ロック図である。
【図４】本発明の実施形態に係る異常予兆診断装置のデータマイニング部において、測定
データをモードに対応した区間に分割した例を示す図である。
【図５】本発明の実施形態に係る異常予兆診断装置のデータマイニング部で用いるクラス
タの説明をするための説明図である。
【図６】本発明の実施形態に係る異常予兆診断装置のデータマイニング部において、診断
データの属するクラスタの判定の方法を説明するための説明図である。
【図７】本発明の実施形態に係る異常予兆診断装置のデータマイニング部で用いる学習デ
ータおよびコードブックのデータ構成の例を示す図であり、（ａ）は学習データ、（ｂ）
はコードブックを示す。
【図８】本発明の実施形態に係る異常予兆診断装置のデータマイニング部による診断結果
のデータ構成の例を示す図である。
【図９】本発明の実施形態に係る異常予兆診断装置による診断結果の表示例を示す図であ
る。
【図１０】本発明の実施形態に係る異常予兆診断装置による寄与度の表示例を示す図であ
る。
【図１１】本発明の実施形態に係る異常予兆診断装置による異常予兆診断の処理の流れを
示すフローチャートである。
【図１２】本発明の実施形態に係る異常予兆診断装置による事例モデルの作成の処理の流
れを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
［異常予兆診断装置の構成］
　まず、図１を参照して、本発明の実施形態に係る異常予兆診断装置の構成について説明
する。
【００１３】
　図１に示すように、本実施形態の異常予兆診断装置１は、プラントなどの機械設備２と
通信ネットワークＮを介して接続され、機械設備２に設置された複数のセンサ（不図示）
によって測定された多次元のセンサデータおよび保守情報を取得し、取得した多次元のセ
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ンサデータおよび保守情報に基づいて機械設備２の異常予兆の有無を診断するものである
。なお、異常予兆の診断対象である機械設備２は、図１に示した例では複数台であるが、
１台であってもよい。また、センサデータや保守情報は、機械設備２から直接取得するの
ではなく、機械設備２を管理するための管理用コンピュータが設けられている場合は、こ
の管理用コンピュータから取得するようにしてもよい。なお、保守情報とは、機械設備２
についての保守計画、保守履歴、機械設備２自体に備えられた異常検知手段（不図示）に
よって発報された警報履歴などの情報のことである。但し、この異常検知手段は、異常予
兆診断装置１とは別個のものである。
【００１４】
　本実施形態に係る異常予兆診断装置１は、図１に示すように、通信手段１０と、センサ
データ取得手段１１と、センサデータ記憶手段１２と、保守情報取得手段１３と、保守情
報記憶手段１４と、リモートモニタリング部１５と、データマイニング部１６と、モデル
データ記憶手段１７と、診断結果記憶手段１８と、表示制御手段１９と、表示手段２０と
、を備えて構成されている。
【００１５】
　通信手段１０は、通信ネットワークＮを介して、機械設備２と通信するためのものであ
る。通信手段１０は、ＬＡＮ（Local Area Network）やＷＡＮ（Wide Area Network）に
よって機械設備２と通信するものでもよく、電話回線によって機械設備２と直接に通信す
るものでもよい。また、機械設備２から入力する情報として、機械設備２のセンサデータ
のほかに、機械設備２の保守計画や保守履歴などの保守情報を入力する場合において、入
力する情報によって通信経路が異なってもよい。この場合は、それぞれの情報を取得する
ために複数の異なる通信手段を備えればよい。
　また、通信手段１０は、機械設備２から入力したセンサデータをセンサデータ取得手段
１１に出力し、機械設備２から入力した保守情報を保守情報取得手段１３に出力する。
【００１６】
　センサデータ取得手段１１は、機械設備２から、通信手段１０を介して、それぞれの機
械設備２に設置されたセンサ（不図示）によって計測された多次元のセンサデータを取得
し、その多次元のセンサデータの取得元である機械設備２に対応付けてセンサデータ記憶
手段１２に記憶する。なお、機械設備２から取得するセンサデータには、測定時刻とセン
サ種別と測定値とが含まれるものとする。また、センサデータには、例えば、冷却水温度
や回転速度のようなセンサによる測定値のほかに、機械設備２の運転状態を制御するため
の、例えば、冷却水温度設定値や回転速度設定値などの制御データを含めるようにしても
よい。
【００１７】
　また、各センサによる測定は、機械設備２が発電プラントの場合は、例えば、３０秒周
期とすることができる。この場合は、１日当りで、２８８０点の測定データを取得するこ
とになる。この測定周期は常に一定である必要はなく、起動や停止時のように機械設備２
の状態が急激に変化する過渡期には短周期で測定し、運転中や運転休止中で状態が安定し
た定常期には長周期で測定するようにしてもよい。
【００１８】
　なお、本実施形態では、センサデータ取得手段１１は、取得したセンサデータをセンサ
データ記憶手段１２に記憶するようにしたが、各機械設備２から送出されるセンサデータ
をセンサデータ収集用のサーバ（不図示）を設けて一括して蓄積するようにしてもよい。
この場合は、センサデータ取得手段１１は、随時に、このセンサデータ収集用サーバ（不
図示）から通信手段１０を介してセンサデータを取得し、取得したセンサデータをリモー
トモニタリング部１５、データマイニング部１６および表示制御手段１９に出力するよう
にすればよい。
【００１９】
　また、センサデータ取得手段１１は、通信手段１０を介したオンラインでのセンサデー
タの取得に限定されず、オフラインでセンサデータを取得するようにしてもよい。例えば
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、光ディスク、磁気ディスク、フラッシュメモリなどの記録媒体に記録されたセンサデー
タを、異常予兆診断装置１にこれらの記録媒体に対応する読取装置（不図示）を接続して
、当該読取装置を介してセンサデータを取得するようにしてもよい。
【００２０】
　センサデータ記憶手段１２は、センサデータ取得手段１１が取得したセンサデータを記
憶するものであり、磁気ディスク装置、光ディスク装置、半導体記憶装置などを用いるこ
とができる。また、センサデータ記憶手段１２に記憶されたセンサデータは、リモートモ
ニタリング部１５、データマイニング部１６および表示制御手段１９によって参照される
。
【００２１】
　保守情報取得手段１３は、機械設備２から、通信手段１０を介して、それぞれの機械設
備２についての保守計画、保守履歴、機械設備２自体に備えられた異常検知手段（不図示
）によって発報された警報履歴などの保守情報を取得し、その保守情報の取得元である機
械設備２に対応付けて保守情報記憶手段１４に記憶する。
【００２２】
　なお、保守情報は、通信手段１０を介して機械設備２から取得するものに限定されず、
異常予兆診断装置１に接続されたキーボード（不図示）などの入力手段を介して取得する
ようにしてもよい。
【００２３】
　保守情報記憶手段１４は、保守情報取得手段１３が取得した保守情報を記憶するもので
あり、磁気ディスク装置、光ディスク装置、半導体記憶装置などを用いることができる。
また、保守情報記憶手段１４に記憶された保守情報は、データマイニング部１６および表
示制御手段１９によって参照される。
【００２４】
　リモートモニタリング部（第２診断手段）１５は、機械設備２から取得したセンサデー
タに対して、異常予兆の診断のための上限および下限の閾値を設定し、設定した上限また
は下限の閾値を超えた場合に、異常予兆があると診断する遠隔診断手段である。この閾値
は個別（一次元）のセンサデータごとに予め定められる。なお、本実施形態におけるリモ
ートモニタリング部１５は、センサデータ記憶手段１２に記憶されているセンサデータを
参照して診断する。また、本実施形態においては、データマイニング部１６によって算出
される寄与度に基づいて、１または２以上の個別（一次元）のセンサデータを用いて診断
された結果に基づく、リモートモニタリング部１５における異常予兆の診断ルールが適宜
に変更される。なお、寄与度の詳細については後記する。
【００２５】
　ここで、図２を参照して、リモートモニタリング部１５の詳細な構成について説明する
。
　図２に示すように、本実施形態のリモートモニタリング部１５は、多次元（Ｎ次元；Ｎ
は２以上の整数）のセンサデータを構成するＮ個の個別（一次元）のセンサデータのそれ
ぞれに対応した個別診断手段１５１１１～１５１２Ｎと、総合診断手段１５２１～１５２

２とを備えている。なお、個別（一次元）のセンサデータとは、機械設備２における「冷
却水圧力」、「冷却水温度」、「回転速度」などの、個々のセンサによる測定データのこ
とであり、多次元のセンサデータとは、これらの個別のセンサデータを要素とするセンサ
データのことである。
【００２６】
　個別診断手段１５１１１～１５１１Ｎおよび個別診断手段１５１２１～１５１２Ｎは、
それぞれ対応する個別（一次元）のセンサデータを入力し、それぞれ予め定められた上限
および下限の閾値と比較し、上限または下限の閾値を超えた場合、すなわち予め定められ
た正常範囲から外れた場合に異常予兆があり、上限および下限の閾値以内である場合に異
常予兆なし、と個別に診断し、この個別診断結果をそれぞれ総合診断手段１５２１および
総合診断手段１５２２に出力する。この上限および下限の閾値は、経験的に定めることが
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できる。
【００２７】
　総合診断手段１５２１および総合診断手段１５２２は、それぞれ個別診断手段１５１１

１～１５１１Ｎおよび個別診断手段１５１２１～１５１２Ｎから個別診断結果を入力し、
それぞれ診断すべき異常種別に対応する異常予兆の有無を総合診断するものである。ここ
で、異常種別とは、例えば「冷却水圧力上昇」、「出力低下」、「回転速度低下」など、
予め分類された異常事象の種類のことである。図２に示した例では、リモートモニタリン
グ部１５は、複数種類の異常種別（異常１、異常２など）を診断するため、それぞれの異
常種別に対応する総合診断手段１５２１～１５２２を備えている。
【００２８】
　なお、個別診断手段１５１１１～１５１１Ｎおよび総合診断手段１５２１、個別診断手
段１５１２１～１５１２Ｎおよび総合診断手段１５２２は、それぞれを１組として、それ
ぞれの異常種別に対応した異常予兆の有無を診断するものである。また、この組の数は特
に限定されず、２個以上であっても、１つであってもよい。
　また、同じセンサデータ（センサ１、センサ２など）に対応する個別診断手段１５１１

１と個別診断手段１５１２１、個別診断手段１５１１２と個別診断手段１５１２２、個別
診断手段１５１１Ｎと個別診断手段１５１２Ｎなどは、それぞれ、同じ閾値を用いて個別
診断するようにしてもよく、組となる総合診断手段１５２１～１５２２が診断すべき異常
種別に応じて、異なる閾値を用いるようにしてもよい。また、総合診断手段１５２１～１
５２２は、診断すべき異常種別に応じて、それぞれ参照するセンサデータを選別するよう
にしてもよい。
【００２９】
　総合診断手段１５２１～１５２２は、データマイニング部１６（図１参照）によって算
出されて診断結果記憶手段１８（図１参照）に記憶されている寄与度を参照して、その寄
与度に基づき複数の個別診断結果を用いた診断ルールを構築し、この診断ルールに基づい
て異常予兆の有無を診断するものである。なお、診断ルールの詳細については後記する。
【００３０】
　総合診断手段１５２１～１５２２による診断結果は、機械設備２に対応付けて、診断し
たセンサデータの測定時刻とともに診断結果記憶手段１８（図１参照）に記憶される。な
お、診断結果記憶手段１８（図１参照）に記憶されるリモートモニタリング部１５による
診断結果としては、総合診断手段１５２１～１５２２による最終的な異常予兆の有無に加
えて、個別診断結果を記憶するようにしてもよい。
【００３１】
　なお、寄与度とは、学習した事例モデルからの乖離の度合いを示す指数である異常度に
対する寄与の程度を示す指数である。詳細は後記する。
【００３２】
　また、総合診断手段１５２１～１５２２は、データマイニング部１６による異常予兆診
断によって、異常予兆があると診断された場合に、その際にデータマイニング部１６によ
って算出された寄与度に基づいて、複数の個別診断結果を用いた診断ルールを再構築する
。
　なお、総合診断手段１５２１～１５２２における診断ルールは、データマイニング部１
６の診断結果に関わらず、キーボードやマウスなどの入力手段（不図示）を介した操作者
の指示があった場合に、再構築するようにしてもよい。
【００３３】
　ここで、診断ルールとは、どの個別診断結果を用いて診断するか、あるいは、複数の個
別診断結果からどのようにして診断を行うかを定めるルールである。例えば、総合診断手
段１５２１～１５２２は、異常度に対する寄与度の最も高いセンサデータによる個別診断
結果を１個選択して、その結果を総合的な診断結果とすることができる。また、例えば、
総合診断手段１５２１～１５２２は、寄与度の高い上位の２個以上のセンサデータによる
個別診断結果を用いて、個別診断結果の多数決によって異常予兆の診断を行ったり、選択
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した個別診断結果の内、２個以上で異常予兆があると診断した場合に、総合的に異常予兆
があると診断したりするようにしてもよい。また、複数個の個別診断結果を選択する際に
、予め定めた個数を選択してもよいし、累積寄与度が予め定めた値（例えば、０．８など
）になるまでの、寄与度の高い順にセンサデータによる個別診断結果を選択するようにし
てもよい。また、個別診断結果が異常予兆ありの場合を「１」、異常予兆なしの場合を「
０」とした場合に、すべての個別診断結果に対して寄与度によって重み付けした平均値を
算出し、その重み付き平均値が予め定めた閾値（例えば、０．５）を超えた場合に異常予
兆があると診断するようにしてもよい。
【００３４】
　なお、総合診断手段１５２１～１５２２は、それぞれ診断すべき異常種別に対応して、
異なる診断ルールを構築してもよい。なお、データマイニング部１６（図１参照）によっ
て検知された異常予兆の異常種別は、例えば、各センサデータの寄与度の分布から特定す
ることができる。また、機械設備２の本体に設けられたシーケンサ（不図示）によって、
各種センサデータを用いて特定し、その特定結果を保守情報として、保守情報取得手段１
３（図１参照）によって取得するようにしてもよい。また、データマイニング部１６（図
１参照）やシーケンサ（不図示）などによって異常予兆や何らかの異常が検知されない場
合でも、例えば、センサデータ記憶手段１１（図１参照）に蓄積されたセンサデータや診
断結果記憶手段１８（図１参照）に蓄積された異常度のグラフ表示に基づいて、操作者が
診断したい異常種別を経験的に選択し、診断すべき異常種別としてキーボードやマウスな
どの入力手段（不図示）を介して入力するようにしてもよい。そして、特定（または選択
）された異常種別に対応する総合診断手段１５２１～１５２２が、その診断ルールを再構
築するものとする。
【００３５】
　このように、異常度に対する寄与度に基づいて、総合診断手段１５２１～１５２２にお
ける個別診断結果を用いた診断ルールを再構築することは、診断対象となる機械設備２（
図１参照）が新規に設計されたシステムである場合に特に有用である。新規なシステムで
は、機械設備２（図１参照）の異常内容（異常事象）とセンサデータとの対応が十分に把
握されていないことも多く、複数のセンサデータが複雑に絡み合って関連する場合もある
。このような場合において、異常内容とセンサデータとが固定されている場合は、当初に
定めた診断ルールでは機械設備２（図１参照）がトリップする時期の予測や異常部位の特
定を適切に行うことが困難となることもある。そこで、データマイニング部１６（図１参
照）で算出された寄与度に基づいて、寄与度の高いセンサデータによる個別診断結果を選
択して、リモートモニタリング部１５で異常予兆診断を行うことにより、適切にトリップ
時期を予測でき、異常部位の特定も容易になる。
【００３６】
　例えば、前記した機械設備２（図１参照）に設けられたシーケンサ（不図示）によって
、異常種別が特定された場合であっても、対応する異常種別に対応する総合診断手段１５
２１～１５２２の診断ルールを、寄与度に基づいて再構築し、異常予兆を診断することで
、より適切にトリップ時期の予測や異常部位の特定を容易にすることができる。
【００３７】
　図１に戻って、異常予兆診断装置１の構成について説明を続ける。
　データマイニング部（第１診断手段）１６は、機械設備２から取得した多次元のセンサ
データを参照して、統計的処理を施して事例モデルを作成し、作成した事例モデルを用い
たデータマイニング手法により異常予兆の診断を行うものである。なお、本実施形態にお
けるデータマイニング部１６は、センサデータ記憶手段１２に記憶されているセンサデー
タを参照して診断する。また、データマイニング部１６は、診断結果を機械設備２に対応
付けて、診断したセンサデータの測定時刻とともに診断結果記憶手段１８に記憶する。な
お、本実施形態においては、データマイニング部１６は、診断結果として異常予兆の有無
に加えて、寄与度および異常度を含めて診断結果記憶手段１８に記憶する。
【００３８】
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　ここで、図３を参照（適宜図１参照）して、データマイニング部１６の詳細な構成につ
いて説明する。
　図３に示すように、本実施形態のデータマイニング部１６は、学習部１６１と診断部１
６２とを備えている。また、学習部１６１は、学習データ取得手段１６１ａと、モード分
割手段１６１ｂと、モデル作成手段１６１ｃとを備え、診断部１６２は、診断対象データ
取得手段１６２ａと、異常度算出手段１６２ｂと、診断手段１６２ｃと、寄与度算出手段
１６２ｄとを備えている。
【００３９】
　学習部１６１は、センサデータ記憶手段１２に記憶されている診断対象となる機械設備
２に対応する過去に測定されたセンサデータを参照し、機械設備２の運転状態を示すモー
ドごとに学習して事例モデルを作成する手段である。作成した事例モデルのデータである
コードブックは、モデルデータ記憶手段１７に、機械設備２に対応付けて、モードごとに
記憶される。
【００４０】
　学習データ取得手段１６１ａは、センサデータ記憶手段１２に記憶されているセンサデ
ータから、事例モデル作成のための学習に用いる学習データとして、所定の期間のセンサ
データを取得し、取得した学習データをモード分割手段１６１ｂに出力する。
【００４１】
　学習データとして用いるセンサデータの期間は、診断対象となる機械設備２の性質に応
じて定められるものである。例えば、発電プラントにおけるガスタービンを診断対象とす
る場合には、１～２週間程度の期間に蓄積されたセンサデータを学習データとして用いる
ことができる。学習データとして用いるセンサデータの測定日が、診断対象となるセンサ
データの測定日に近過ぎると、異常部位の劣化がゆっくりと進行するような場合、センサ
データの変化が少なく、異常予兆を検知し難い場合がある。このような場合には、１週間
前を最新データとして、それ以前の１週間ないし２週間程度の期間に測定されたセンサデ
ータを学習データとして用いるようにすればよい。
【００４２】
　また、学習データ取得手段１６１ａは、保守情報記憶手段１４に記憶されている保守情
報を参照して、これらの学習データの取得対象となる期間において、例えば、故障や異常
警報の発報などの異常なイベントが発生した日がある場合には、その日のセンサデータは
学習データからは除外し、機械設備２が正常に運転されていた日に取得されたセンサデー
タのみを選択するようにしてもよい。正常な状態におけるセンサデータのみを用いて事例
モデルを作成することにより、異常予兆の診断の感度を向上することができる。
【００４３】
　モード分割手段１６１ｂは、学習データ取得手段１６１ａから学習データを入力し、こ
の学習データを、機械設備２の運転状態に応じてモード分割する。モード分割手段１６１
ｂは、モード分割した学習データを、モードに対応付けて、モデルデータ記憶手段１７に
記憶する。
【００４４】
　ここで、モード分割について、図４を参照（適宜図３参照）して説明する。
　図４は、３つのセンサデータ（センサ１～センサ３）を例として、センサデータの値の
変化の様子と、機械設備２の運転状態（モード）との関係を示したものである。
【００４５】
　図４に示すように、定常状態で運転中である「運転中モード」においては、各センサデ
ータは若干の上下変動を伴うものの、狭い範囲で安定している。また、定常状態である「
運転休止モード」においては、各センサデータは、急激な変化はないが、経時的になだら
かに変化をし、「運転中モード」とは異なる値を示している。
【００４６】
　一方、「運転休止モード」から「運転中モード」への過渡状態である「起動モード」お
よび「運転中モード」から「運転休止モード」への過渡状態である「停止モード」では、
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それぞれセンサデータの値が急激に変化している。
【００４７】
　このように、運転状態によってセンサデータの値が大きく異なるため、事例モデルを作
成するに当り、運転状態に応じてモード分割をし、複数のセンサデータによって規定され
る多次元空間において、互いに近接したセンサデータを用いることが好ましい。
【００４８】
　そこで、本実施形態では、センサデータを運転状態に応じたモードごとに、学習データ
として用いるセンサデータを分割し、モードごとに、対応するセンサデータを用いて学習
し、事例モデルを作成する。図４に示した例では、運転状態を４つのモードに分割してい
るが、さらに細かくモード分割するようにしてもよい。特にセンサデータが急激に変化す
る起動モードおよび停止モードにおいては、さらに細かくモード分割することが好ましい
。なお、センサデータが急激に変化するこれらの過渡状態においては、異常予兆の検知が
難しく、誤診断をする可能性が高くなる。このため、過渡状態については、異常予兆の診
断を行わないようにしてもよい。これによって、誤診断による誤報の発生を抑制すること
ができる。
【００４９】
　また、機械設備２の起動や停止の操作をした時刻である起動時刻や停止時刻を基準とし
て、予め定めた期間ごとにモード分割することができるが、センサデータの変化に基づい
て、自動的にモード分割することもできる。
【００５０】
　例えば、区間開始を判断するために、起動時に早くに変化するセンサデータを参照する
。そして、最も早くに変化するセンサデータの変化開始点を区間開始と判断することがで
きる。
【００５１】
　また、区間終了を判断するために、定常状態になるのが遅いセンサデータを参照する。
そして、最も定常状態になるのが遅いセンサデータを参照し、そのセンサデータが定常状
態になった時点を区間終了と判断することができる。
【００５２】
　すなわち、モードの変わり目において変化の早いセンサデータおよび最も定常状態にな
るのが遅いセンサデータを参照することにより、自動的にモード分割をすることができる
。
【００５３】
　図３に戻って、データマイニング部１６の構成について説明を続ける。
　モデル作成手段１６１ｃは、モデルデータ記憶手段１７に記憶されているモード分割さ
れた学習データを用いて、モードごとに事例モデルを作成し、作成した事例モデルのデー
タであるコードブックをモデルデータ記憶手段１７に記憶する。
【００５４】
　事例モデルの作成について詳細に説明すると、モデル作成手段１６１ｃは、まず、モー
ド分割されたセンサデータを学習データとして、多次元のセンサデータによって規定され
る多次元空間において、互いに近接するセンサデータ同士をクラスタ化する。クラスタ化
の方法としては、例えば、ｋ－ｍｅａｎｓ法を用いることにより、学習データをｋ個のク
ラスタに分類することができる。次に、クラスタごとに、そのクラスタに属するセンサデ
ータの代表値を算出し、クラスタの範囲を示す指標としてクラスタ半径を算出する。そし
て、全クラスタについてクラスタ代表値とクラスタ半径とを算出することで、事例モデル
を構成するクラスタのクラスタ代表値とクラスタ半径とからなるコードの集合であるコー
ドブックが作成される。
【００５５】
　ここで、図５を参照して、個々のクラスタの構成について説明する。図５に示すように
、本実施形態では、個々のクラスタＣはクラスタＣの代表値μと、クラスタＣの範囲を示
す指標であるクラスタ半径ｒとによって規定される。代表値μとしては、例えば、そのク
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ラスタに属する学習データの重心を用いることができる。また、クラスタ半径ｒとしては
、例えば、そのクラスタに属する学習データの中で、代表値μから最も離れた学習データ
までの距離とすることができる。また、そのクラスタに属する学習データの標準偏差σを
求め、２σや３σをクラスタ半径ｒとして用いるようにしてもよい。
【００５６】
　図３に戻って、データマイニング部１６の構成について説明を続ける。
　診断部１６２は、モデルデータ記憶手段１７に記憶されている事象モデルの学習結果で
あるコードブックを用いて、センサデータ記憶手段１２に記憶されている診断対象となる
センサデータである診断対象データについて、異常度に基づいて異常予兆の有無を診断す
るものである。また、診断部１６２は、異常度に対する各センサデータの寄与度を算出す
る。診断部１６２は、異常予兆の有無、異常度、寄与度を含む診断結果を診断結果記憶手
段１８に、機械設備２に対応付けて、診断対象となるセンサデータの測定時刻とともに記
憶する。
【００５７】
　診断対象データ取得手段１６２ａは、センサデータ記憶手段１２から、診断対象となる
機械設備２についての診断対象日時のセンサデータを診断対象データとして取得し、同時
刻に複数のセンサによって測定された一組のセンサデータである多次元センサデータごと
に、順次に異常度算出手段１６２ｂおよび寄与度算出手段１６２ｄに出力する。
【００５８】
　なお、診断対象データ取得手段１６２ａは、診断対象データを、前記した学習データの
モード分割と同様に、モード分割することが好ましい。これによって、後記する異常度算
出手段１６２ｂによって異常度を算出する際に、その診断対象データの属するモードに対
応する事例モデルのクラスタの中から個々の診断対象データが属するクラスタを判定する
ことができ、他のモードに対応する事例モデルのクラスタを参照することが不要となる。
【００５９】
　また、本実施形態では、診断対象データは、センサデータ記憶手段１２から取得するよ
うにしたが、センサデータ記憶手段１２を介さずに、センサデータ取得手段１１（図１参
照）から直接取得するようにしてもよい。
【００６０】
　異常度算出手段１６２ｂは、診断対象データ取得手段１６２ａから入力した診断対象デ
ータについて、モデルデータ記憶手段１７に記憶されている診断対象となる機械設備２に
ついてのコードブックを用いて、診断対象データの異常度を算出する。異常度算出手段１
６２ｂは、算出した異常度を診断手段１６２ｃに出力するとともに、診断結果の一部とし
て診断結果記憶手段１８に記憶する。
【００６１】
　ここで、図５および図６を参照（適宜図３参照）して、異常度の算出方法について説明
する。
　異常度算出手段１６２ｂは、順次に診断対象データ取得手段１６２ａから入力される個
々の診断対象データについて、コードブックに含まれる複数のクラスタの何れに属するか
を判定し、診断対象データが属するクラスタに対応するコードを用いて異常度を算出する
。なお、診断対象データは、すべてのクラスタの中で、診断対象データとの距離が最も小
さいクラスタに属するものと判定する。
【００６２】
　まず、図５を参照して、診断対象データとクラスタとの距離について説明する。図５に
示すように、診断対象データｐとクラスタＣとの距離として、診断対象データｐとクラス
タＣの代表値μとの距離である誤差距離ｄを定義する。そして、診断対象データｐは、こ
の誤差距離ｄが最小となるクラスタＣに属するものとする。
【００６３】
　例えば、図６に示すように、３つのクラスタＣ１～Ｃ３があったとして、それぞれのク
ラスタ重心μ１～μ３と診断対象データｐとの距離である誤差距離ｄ１～ｄ３の中で、誤
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差距離ｄ１が最も小さい場合は、クラスタＣ１が診断対象データｐの属するクラスタであ
ると判定する。
【００６４】
　図５に戻って、診断対象データｐがクラスタＣに属すると判定された場合、クラスタＣ
の代表値μで規定される点（クラスタ重心）と、診断対象データｐで規定される点との距
離を誤差距離ｄとして、異常度は式（１）によって算出される。
　異常度　＝　（誤差距離ｄ）／（クラスタ半径ｒ）　　　・・・　式（１）
　異常度は、クラスタの代表値μで規定されるクラスタ重心から距離が大きいほど、すな
わち、クラスタから乖離しているほど大きな値となる。
【００６５】
　また、図６に示したように、最近接のクラスタＣ１との誤差距離ｄ１およびクラスタ半
径に基づいて異常度を算出するため、異常度は診断対象データと事例モデルとの乖離の度
合いを示すものということができる。
【００６６】
　図３に戻ってデータマイニング部１６の構成について説明を続ける。
　診断手段１６２ｃは、異常度算出手段１６２ｂから入力した異常度に基づいて、異常予
兆の有無を診断するものである。診断手段１６２ｃは、診断した異常予兆の有無を診断結
果の一部として、機械設備２に対応付けて診断結果記憶手段１８に記憶する。
【００６７】
　診断手段１６２ｃは、異常度が予め定められた閾値を超える場合に異常予兆があると診
断する。例えば、誤差距離ｄがクラスタ半径ｒより大きい場合は異常予兆がると診断する
場合は、閾値は「１」となる。但し、閾値は「１」に限定されるものではなく、例えば、
「２」や「５」など、異常予兆診断の感度や誤報の発生頻度などを勘案して定めることが
できる。
【００６８】
　また、診断手段１６２ｃによる異常予兆の有無の診断は、例えば、１日分のセンサデー
タについて診断を行う場合、一点でも異常度が所定の閾値を超えた場合に異常があると判
断してもよく、時系列で取得したセンサデータに対して、時間方向に平滑化処理を施した
後に、所定閾値と比較して診断するようにしてもよい。また、例えば、予め定めた一定の
時間以上、連続して閾値を超えた場合に異常予兆があると診断するようにしてもよい。こ
れによって、例えば、ノイズ発生によりスパイク状に異常度が上昇した場合に、誤診断を
防ぐことができる。
【００６９】
　寄与度算出手段１６２ｄは、異常度算出手段１６２ｂで算出される異常度に対して、そ
の異常度の算出に用いた診断対象データを構成する各センサデータの寄与の程度を示す寄
与度を算出するものである。寄与度算出手段１６２ｄは、モデルデータ記憶手段１７に記
憶されているコードブックに含まれるクラスタの中で、異常度の算出に用いたクラスタと
同じクラスタについての代表値μ（図５参照）を用いて寄与度を算出する。また、寄与度
算出手段１６２ｄは、算出した寄与度を診断結果の一部として、機械設備２に対応付けて
診断結果記憶手段１８に記憶する。
【００７０】
　ここで、各センサデータの寄与度は、センサデータと、クラスタ代表値μの当該センサ
データに対応する成分との誤差であるセンサ成分誤差を用いて、式（２）によって算出さ
れる。
　寄与度　＝　（センサ成分誤差）／（誤差距離ｄ）　　　・・・　式（２）
【００７１】
　なお、異常度および寄与度の算出において、各センサデータは正規化されていることが
好ましい。正規化することにより、各センサデータの取り得る値の範囲の違いに影響され
ることなく、適切に異常度および寄与度を算出することができる。
【００７２】
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　また、寄与度の算出は、すべての診断対象データについて算出してもよく、診断手段１
６２ｃによって異常予兆があると診断された診断対象データについてのみ算出するように
してもよい。
【００７３】
　また、一定期間に蓄積されたセンサデータを学習データとして用いて事例モデルを作成
する際に、この一定期間に蓄積されたセンサデータを、モードごとに一括して用いるよう
にしてもよいが、期間を分割して用いてもよい。例えば、２週間分のセンサデータを用い
る場合は、１日ごとのセンサデータを用いて事例モデルを作成し、全部で１４個の事例モ
デルを作成するようにしてもよい。そして、２週間分を一括して用いて事例モデルを作成
した場合に比べて、１４倍の個数のクラスタから、診断対象データが属するクラスタを判
定し、そのクラスタを用いて異常予兆を診断することができる。
【００７４】
　２週間での経時変化がある程度大きい場合には、２週間分のセンサデータを一括して用
いて事例モデルを作成すると、学習データのバラツキが大きくなるため、クラスタ半径ｒ
が大きくなる。そこで、１日ごとの学習データを用いて事例モデルを作成し、その中から
最適な事例モデルを選択するようにする。こうすることで、１日分の学習データのバラツ
キは２週間分の学習データのバラツキに比べて小さいため、１日ごとの学習データを用い
て作成される事例モデルに対応するクラスタ半径ｒが大きくなり過ぎない。従って、前記
した式（１）によって算出される異常度の値が小さくなり過ぎず、異常予兆の感度を向上
することができる。
【００７５】
　モデルデータ記憶手段１７は、モード分割手段１６１ｂでモードごとに分割された学習
データと、モデル作成手段１６１ｃで作成されたコードブックを記憶する記憶手段である
。また、モデルデータ記憶手段１７に記憶される学習データは、モデル作成手段１６１ｃ
によって参照され、コードブックは、異常度算出手段１６２ｂおよび寄与度算出手段１６
２ｄによって参照される。
　モデルデータ記憶手段１７としては、磁気ディスク装置、光ディスク装置、半導体記憶
装置などを用いることができる。
【００７６】
　ここで、図７を参照（適宜図１参照）して、モデルデータ記憶手段１７に記憶される学
習データおよびコードブックのデータ構造について説明する。
　図７（ａ）に示すように、学習データは、個々の機械設備２を識別する識別情報である
機械設備２が設置されたサイト（場所）およびそのサイトにおける機械Ｎｏ．（「サイト
／機械Ｎｏ．」）に対応付けられて、機械設備２の運転状態を示す「モード」ごとの、各
センサ（１～Ｎ）のデータ（「センサ１」～「センサＮ」）および「測定時刻」から構成
されている。
【００７７】
　また、図７（ｂ）に示すように、コードブックは、個々の機械設備２を識別する識別情
報である機械設備２が設置されたサイト（場所）およびそのサイトにおける機械Ｎｏ．（
「サイト／機械Ｎｏ．」）に対応付けられて、学習データ中の各センサデータの「最大値
」および「最小値」、クラスタごとのクラスタの代表値であるクラスタ重心の各センサデ
ータに対応する成分値（「センサ１」～「センサＮ」）、学習に用いたセンサデータの中
で、そのクラスタに属する「所属データ数」、クラスタごとの、所属する学習データのク
ラスタ重心からの距離の最大値である「最大誤差」などから構成されている。なお、本実
施形態では、この「最大誤差」をクラスタ半径ｒ（図４参照）として用いる。また、各セ
ンサデータの［最大値］は、対応するセンサデータをその「最大値」で除して各センサデ
ータを正規化するために用いることができる。
【００７８】
　図１に戻って、診断結果記憶手段１８は、リモートモニタリング部１５およびデータマ
イニング部１６による異常予兆の有無、異常度および寄与度を含む診断結果を記憶する記
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憶手段である。診断結果記憶手段１８に記憶される診断結果は、表示制御手段１９および
リモートモニタリング部１５によって参照される。
　診断結果記憶手段１８としては、磁気ディスク装置、光ディスク装置、半導体記憶装置
などを用いることができる。
【００７９】
　ここで、図８を参照（適宜図１参照）して、診断結果記憶手段１８に記憶される診断結
果の中の、データマイニング部１６による診断結果のデータ構造について説明する。
　図８に示すように、診断結果記憶手段１８に記憶されるデータマイニング部１６による
診断結果は、個々の機械設備２を識別する識別情報である機械設備２が設置されたサイト
（場所）およびそのサイトにおける機械Ｎｏ．（「サイト／機械Ｎｏ．」）に対応付けら
れて、「測定時刻」、データマイニング部１６で学習データとして用いたセンサデータの
測定日を示す「学習データ取得日」、診断対象データが属する「クラスタ番号」、異常予
兆の有無を示す「異常フラグ」、機械設備２の運転状態を示す「モード」、「異常度」、
各センサ（「センサ１」～「センサＮ」）の「測定値」および「学習値」、および各セン
サ（「センサ１」～「センサＮ」）の「寄与度」から構成されている。
【００８０】
　なお、「学習値」とは、診断対象データが属すると判定されたクラスタの代表値μ（図
４参照）の各センサ成分のことである。
　また、図８に示した例では、「学習データ取得日」は、クラスタごとに異なる場合があ
る。この例では、学習データとして、１～２週間程度の期間のセンサデータを用いて作成
する際に、前記したように、この期間のデータを１日ごとに分割し、１日分の学習データ
を用いて事例モデルをそれぞれ作成して、作成した複数日分の事例モデルの含まれるクラ
スタの中から、診断対象データが属するクラスタを判定して用いるようにした。「学習デ
ータ取得日」とは、診断対象データが属するクラスタの作成に学習データとして用いたセ
ンサデータの測定日を示すものである。
【００８１】
　表示制御手段１９は、リモートモニタリング部１５およびデータマイニング部１６によ
る異常予兆の診断結果および診断に用いたセンサデータなどを表示手段２０に表示させる
ための制御手段である。表示制御手段１９は、診断結果記憶手段１８に記憶されている診
断結果を参照して、この診断結果を画像データに変換して表示手段２０に出力する。
【００８２】
　ここで、図９および図１０を参照して、診断結果の表示例について説明する。
　図９は、上段および中段に、センサデータ選択メニューＢ２で選択された２個のセンサ
データについて、測定値（実線）、学習値（破線）および寄与度（点線）の変化の履歴を
グラフ表示し、下段に異常度の変化の履歴をグラフ表示したものである。
【００８３】
　また、この表示画面では、操作者は、マウスなどの入力手段を介して、前記したセンサ
データ選択メニューＢ２のほか、機械設備が設置されたサイト選択（すなわち機械設備の
選択）メニューＢ１、表示開始日時指定Ｂ３および表示終了日時指定Ｂ４などの設定をす
ることができるようになっている。また、操作者は、下段にグラフ表示した異常度の変化
の履歴を参照ながら、マウスなどの入力手段を用いて、異常度の高い区間を指定すること
ができ、指定した区間についての各センサデータの寄与度を算出して、図１０に示すよう
に寄与度を棒グラフ化して表示できるようになっている。
【００８４】
　なお、図９の画面を最初に表示する場合は、初期の選択値として、寄与度の高い上位２
個のセンサデータを自動的に選択して表示するようにしてもよい。
【００８５】
　また、図１０は、図９に示した表示画面において、下段の異常度グラフにおける指定範
囲についての寄与度の計算結果を表示したものである。この例では、寄与度の高い上位５
個のセンサデータについて、棒グラフとセンサ種別と寄与度の値とを表示したものである
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。操作者は、このグラフを参照して、図９に示した表示画面におけるセンサデータ選択メ
ニューＢ２を再設定して、所望のセンサデータの変化の履歴をグラフ表示させることがで
きる。
【００８６】
　このように、寄与度を表示し、また、寄与度の高いセンサデータを選択して、そのセン
サデータの変化の履歴をグラフ表示することで、異常予兆診断装置１（図１参照）の操作
者は、視覚的にセンサデータの変化の傾向を把握しやすくなる。このため、操作者は、異
常による機械設備２のトリップ時期を容易に予測できるようになり、事前に保守作業や部
品交換を行うことができる。
【００８７】
　図１に示す表示手段２０は、表示制御手段１９から入力された診断結果などの情報を表
示する画像表示手段である。表示手段２０としては、例えば、液晶ディスプレイやＣＲＴ
（Cathode Ray Tube）ディスプレイなどを用いることができる。
【００８８】
　以上、異常予兆診断装置１の構成について説明したが、異常予兆診断装置１は、各構成
手段を専用のハードウェアを用いて構成することができるが、これに限定されるものでは
ない。例えば、異常予兆診断装置１は、一般的なコンピュータにプログラムを実行させ、
コンピュータ内の演算装置や記憶装置を動作させることにより実現することができる。こ
のプログラム（異常予兆診断プログラム）は、通信回線を介して配布することも可能であ
るし、ＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体に書き込んで配布することも可能である。
【００８９】
［異常予兆診断装置の動作］
　次に、図１１を参照（適宜図１ないし図３参照）して、本実施形態における異常予兆診
断装置１による異常予兆診断の動作について説明する。
　なお、ここでは、所定期間以上に渡って、機械設備２に設置された複数のセンサによっ
て測定されたセンサデータおよび機械設備２の保守情報が、それぞれセンサデータ記憶手
段１２および保守情報記憶手段１４に蓄積されているものとする。
　また、この異常予兆診断処理を行うタイミングは、診断対象となる機械設備２の性質や
運用状況に応じて定められるべきものである。例えば、発電プラントなどの機械設備２を
診断するためには、この処理は、例えば、１日に１回、定められた時刻に行われるもので
ある。
【００９０】
　図１１に示すように、異常予兆診断装置１は、データマイニング部１６の学習部１６１
によって、センサデータ記憶手段１２から、予め定められた所定期間に測定されたセンサ
データを参照して、このセンサデータを学習データとして用いて事例モデルを作成し、作
成した事例モデルのデータであるコードブックをモデルデータ記憶手段１７に記憶する（
ステップＳ１０）。なお、事例モデルの作成処理の詳細については後記する。
【００９１】
　次に、異常予兆診断装置１は、診断対象データ取得手段１６２ａによって、センサデー
タ記憶手段１２から診断対象データを取得する（ステップＳ１１）。例えば、１日に１回
診断する場合は、前日のセンサデータを取得する。
【００９２】
　次に、異常予兆診断装置１は、異常度算出手段１６２ｂによって、ステップＳ１１で取
得した診断対象データについて、ステップＳ１０で作成され、モデルデータ記憶手段１７
に記憶されている事例モデルのデータであるコードブックを用いて、異常度を算出する（
ステップＳ１２）。なお、異常予兆診断装置１は、異常度算出手段１６２ｂによって、算
出した異常度を診断結果の一部として診断結果記憶手段１８に記憶する。
【００９３】
　そして、異常予兆診断装置１は、診断手段１６２ｃによって、異常度が所定の閾値を超
えているか否かによって異常予兆の有無を診断する（ステップＳ１３）。また、異常予兆
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診断装置１は、診断手段１６２ｃによって、診断した異常予兆の有無を診断結果の一部と
して診断結果記憶手段１８に記憶する。
【００９４】
　異常予兆診断装置１は、診断手段１６２ｃによって、異常予兆があると診断した場合は
（ステップＳ１３でＹｅｓ）、寄与度算出手段１６２ｄによって、寄与度を算出する（ス
テップＳ１４）。なお、異常予兆診断装置１は、寄与度算出手段１６２ｄによって、算出
した寄与度を診断結果の一部として診断結果記憶手段１８に記憶する。
【００９５】
　なお、本実施形態では、データマイニング部１６の診断手段１６２ｃによって異常予兆
があると診断した場合に、寄与度を算出（ステップＳ１４）するようにしたが、診断結果
に関わらず、異常度の算出（ステップＳ１２）の後に、または並行して、寄与度を算出す
るようにしてもよい。
【００９６】
　次に、異常予兆診断装置１は、総合診断手段１５２１～１５２２によって、ステップＳ
１４で算出した寄与度に基づいて、個別診断手段１５１１１～１５１１Ｎおよび個別診断
手段１５１２１～１５１２Ｎよる個別診断結果を用いた異常予兆の総合診断のための診断
ルールを修正する（ステップＳ１５）。
　なお、データマイニング部１６によって異常予兆があると診断した場合に、診断すべき
異常種別に係る総合診断手段１５２１～１５２２における診断ルールを再構築するものと
する。ここでは、診断すべき異常種別に対応する総合診断手段が、総合診断手段１５２１

であるとして以下の説明をする。
【００９７】
　次に、異常予兆診断装置１は、診断対象データ取得手段１６２ａによって、センサデー
タ記憶手段１２から診断対象データを取得する（ステップＳ１６）。なお、ステップＳ１
６で取得する診断対象データは、ステップＳ１１で取得する診断対象データと同様である
。
【００９８】
　次に、異常予兆診断装置１は、個別診断手段１５１１１～１５１１Ｎによって、ステッ
プＳ１６で取得した診断対象データについて、それぞれ異常予兆の有無を個別診断する（
ステップＳ１７）。
【００９９】
　次に、異常予兆診断装置１は、総合診断手段１５２１によって、ステップＳ１７で診断
された個別診断の結果に対してステップＳ１５で修正された診断ルールを適用して、異常
予兆の有無を総合診断する（ステップＳ１８）。なお、異常予兆診断装置１は、総合診断
手段１５２１によって、総合診断の結果を診断結果の一部として診断結果記憶手段１８に
記憶する。
【０１００】
　そして、異常予兆診断装置１は、表示制御手段１９によって、診断結果記憶手段１８に
記憶された診断結果を表示手段２０に表示させる（ステップＳ１９）。このとき、例えば
、マウスやキーボードなどの入力手段（不図示）を介して入力される操作者の指示に応じ
て、診断結果として異常予兆の有無に加えて、あるいは異常予兆の有無に替えて、例えば
、図９に示した表示例のように、寄与度を表示したり、図１０に示した表示例のように、
異常度や寄与度の高いセンサデータの変化の履歴をグラフ表示したりすることができる。
【０１０１】
　一方、異常予兆診断装置１は、診断手段１６２ｃによって、例えば、診断対象となる１
日分のセンサデータについて異常予兆がないと診断した場合は（ステップＳ１３でＮｏ）
、リモートモニタリング部１５の総合診断手段１５２１における診断ルールを修正するこ
となく、診断対象データ取得手段１６２ａによって診断対象データを取得し（ステップＳ
１６）、個別診断手段１５１１１～１５１１Ｎよる個別診断（ステップＳ１７）および総
合診断手段１５２１による（ステップＳ１８）総合診断を行い、表示制御手段１９により
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診断結果を表示手段２０に表示させる（ステップＳ１９）。なお、総合診断手段１５２１

による総合診断（ステップＳ１８）では、前回までに設定された診断ルールに基づいて総
合診断を行う。
【０１０２】
　なお、本実施形態では、データマイニング部１６の診断手段１６２ｃによって異常予兆
があると診断した場合に、総合診断手段１５２１～１５２２における診断ルールを修正す
るようにしたが、データマイニング部１６の診断手段１６２ｃによって異常予兆があると
診断した場合に加えて、保守情報記憶手段１４に記憶された診断対象の期間における保守
情報を参照し、機械設備２の故障や警報の発報がある場合にも診断ルールの変更を行うよ
うにしてもよい。
【０１０３】
　次に、図１２を参照（適宜図１および図３参照）して、事例モデルの作成処理について
説明する。なお、この処理は、図１１におけるステップＳ１０の処理に相当する。
　図１２に示すように、異常予兆診断装置１は、まず、学習データ取得手段１６１ａによ
って、センサデータ記憶手段１２から、予め定められた所定期間に測定されたセンサデー
タを学習データとして取得する（ステップＳ２０）。
【０１０４】
　この際に、異常予兆診断装置１は、学習データ取得手段１６１ａによって、保守情報記
憶手段１４に記憶されている診断対象となる機械設備２についての保守情報を参照して、
学習データを取得すべき期間において、故障や異常警報の発報などの異常を示すイベント
が発生している区間がある場合は、その区間のセンサデータを学習データから除外する。
すなわち、学習データ取得手段１６１ａは、機械設備２が正常に運転されている状態にお
いて測定されたセンサデータのみを学習データとして用いるようにする。
【０１０５】
　次に、異常予兆診断装置１は、モード分割手段１６１ｂによって、ステップＳ２０で取
得した学習データについて、機械設備２の運転状態を示すモードごとに分割して（ステッ
プＳ２１）、分割した学習データをモードごとにモデルデータ記憶手段１７に記憶する（
ステップＳ２２）。
【０１０６】
　次に、異常予兆診断装置１は、モデル作成手段１６１ｃによって、モードごとに学習デ
ータを用いて事例モデルを作成するために、最初に学習するモードを選択する（ステップ
Ｓ２３）。なお、学習するモードの順序は任意に選択してよい。
【０１０７】
　次に、異常予兆診断装置１は、モデル作成手段１６１ｃによって、ステップＳ２３で選
択したモードに対応する学習データを、モデルデータ記憶手段１７から取得し、取得した
学習データを用いて学習して事例モデルを作成する（ステップＳ２４）。より具体的には
、学習データをクラスタ化して、各クラスタの代表値とクラスタ半径とからなるコードの
集合であるコードブックを作成する。
【０１０８】
　次に、異常予兆診断装置１は、モデル作成手段１６１ｃによって、ステップＳ２４で学
習した結果であるコードブックをモデルデータ記憶手段１７に記憶する（ステップＳ２５
）。
【０１０９】
　次に、異常予兆診断装置１は、モデル作成手段１６１ｃによって、事例モデルを未作成
の他のモードがあるかを確認し（ステップＳ２６）、ある場合は（ステップＳ２６でＹｅ
ｓ）、未作成の他のモードについて事例モデルの作成を選択する（ステップＳ２３）。
【０１１０】
一方、未作成の他のモードがない場合は（ステップＳ２６でＮｏ）、異常予兆診断装置１
は、処理を終了する。
【０１１１】
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　以上説明したように、データマイニング手法、すなわち、多次元センサデータを用いた
学習により作成した事例モデルを用いて異常予兆を診断することにより、個別にセンサデ
ータを用いた異常予兆の診断によるよりも早期に異常予兆を検知することができ、さらに
、異常度に対する寄与度に応じて個別（一次元）のセンサデータによる個別診断結果を用
いた診断ルールを修正することで、より適切に異常予兆を検知することができる。
【０１１２】
　また、寄与度や、異常度に対する寄与度の高いセンサデータの変化の履歴をグラフ表示
することにより、操作者は、異常部位の特定や異常による機械設備２のトリップ時期の予
測を容易に行うことができるようになる。そのため、操作者は、機械設備２がトリップす
る前に保守作業や部品交換などを適切に行うことができる。
【符号の説明】
【０１１３】
　　１　　　異常予兆診断装置
　　２　　　機械設備
　　１０　　通信手段
　　１１　　センサデータ取得手段
　　１２　　センサデータ記憶手段
　　１３　　保守情報取得手段
　　１４　　保守情報記憶手段
　　１５　　リモートモニタリング部（第２診断手段）
　　１６　　データマイニング部（第１診断手段）
　　１７　　モデルデータ記憶手段
　　１８　　診断結果記憶手段
　　１９　　表示制御手段
　　２０　　表示手段
　　１５１１１～１５１２Ｎ　個別診断手段
　　１５２１～１５２２　総合診断手段
　　１６１　学習部
　　１６１ａ　学習データ取得手段
　　１６１ｂ　モード分割手段
　　１６１ｃ　モデル作成手段
　　１６２　診断部
　　１６２ａ　診断対象データ取得手段
　　１６２ｂ　異常度算出手段
　　１６２ｃ　診断手段
　　１６２ｄ　寄与度算出手段
【要約】
【課題】異常予兆の有無の診断を適切に行うことができる異常予兆診断装置および異常予
兆診断方法を提供する。
【解決手段】異常予兆診断装置１は、機械設備２に設置された複数のセンサによって測定
された多次元センサデータを取得するセンサデータ取得手段１１と、診断対象データにつ
いて、機械設備２が正常に稼動しているときのセンサデータを学習データとして作成され
た事例モデルからの乖離の度合いを示す異常度に基づいて異常予兆の有無を診断する第１
診断手段１６と、個別のセンサデータの値が、予め定められた所定の範囲内にあるか否か
に基づいて、異常予兆の有無を診断する第２診断手段１５とを備え、第１診断手段１６に
よって異常予兆があると診断された場合に、第２診断手段１５による異常予兆診断のため
に参照する個別のセンサデータを、異常度に対する寄与の大きさを示す寄与度に基づいて
選択する。
【選択図】図１
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