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(57)【要約】
　本発明は、一つ以上のセンサーからセンサー信号を受
けるセンサー信号入力部と、センサー信号入力部から受
けたセンサー信号を診断装置で使用できる値に加工する
入力データ加工部と、入力データ加工部により加工され
たデータをモデリングし、診断モデリング値を算出する
モデリング部と、センサーが正常な状態の場合、予めモ
デリングされているセンサーのセンサー信号に対する参
照モデリング値を保存し、センサーの故障類型を判断す
るための故障類型判断データを保存するためのメモリと
、診断モデリング値とメモリに保存してある該当センサ
ーの参照モデリング値との相関度を比較し、該当センサ
ーの故障の有無を診断する故障診断部と、故障診断部に
より該当センサーが故障と判断されると、診断モデリン
グ値と参照モデリング値の相関度と、故障類型判断デー
タとを比較し、該当センサーの故障類型を判断する故障
類型判断部とを備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一つ以上のセンサーからセンサー信号を受けるセンサー信号入力部と、
　前記センサー信号入力部から受けたセンサー信号を診断装置で使用できる値に加工する
入力データ加工部と、
　前記入力データ加工部により加工されたデータをモデリングし、診断モデリング値を算
出するモデリング部と、
　前記センサーが正常な状態の時、予めモデリングされている前記センサーのセンサー信
号に対する参照モデリング値を保存し、前記センサーの故障類型を判断するための故障類
型判断データを保存するためのメモリと、
　前記診断モデリング値と前記メモリに保存してある該当センサーの参照モデリング値と
の相関度を比較し、該当センサーの故障の有無を診断する故障診断部と、
　前記故障診断部により該当センサーが故障と判断されると、前記診断モデリング値と前
記参照モデリング値の相関度と、前記故障類型判断データとを比較し、該当センサーの故
障類型を判断する故障類型判断部とを、備えることを特徴とする汎用センサーの自己診断
装置。
【請求項２】
　前記故障類型判断部は、該当センサーの故障類型を判断するために前記診断モデリング
値の連続性、形態及び遅延値の何れか一つ以上を用いることを特徴とする請求項１に記載
の汎用センサーの自己診断装置。
【請求項３】
　前記故障類型判断部から該当センサーの故障類型に関するデータを受け、音声、テキス
ト及びグラフを用いて使用者に出力する出力部をさらに備えることを特徴とする請求項１
に記載の汎用センサーの自己診断装置。
【請求項４】
　前記故障類型判断部から該当センサーの故障類型に関するデータを受け、有線または無
線の通信方式を介して外部装置に伝送する通信部をさらに備えることを特徴とする請求項
１に記載の汎用センサーの自己診断装置。
【請求項５】
　前記入力データ加工部は、前記の一つ以上のセンサーから入力されるセンサー信号がア
ナログ信号の場合、前記アナログ信号をデジタル信号に変えて前記モデリング部に伝達す
ることを特徴とする請求項１に記載の汎用センサーの自己診断装置。
【請求項６】
　一つ以上のセンサーからセンサー信号を受ける（Ａ）段階と、
　入力されたセンサー信号をモデリングし、診断モデリング値を算出し、前記診断モデリ
ング値とメモリに保存してある該当センサーの参照モデリング値との相関度を比較し、該
当センサーの故障の有無を診断する（Ｂ）段階と、
　該当センサーが故障と判断されると、前記診断モデリング値と前記参照モデリング値の
相関度と、前記メモリに保存してある故障類型判断データとを比較し、該当センサーの故
障類型を判断する（Ｃ）段階とを、含む汎用センサーの自己診断装置の診断方法。
【請求項７】
　前記参照モデリング値は、該当センサーが正常な状態の時、予めモデリングされている
該当センサーのセンサー信号に対するモデリング値であることを特徴とする請求項６に記
載の汎用センサーの自己診断装置の診断方法。
【請求項８】
　前記診断モデリング値と前記参照モデリング値の相関度と、前記メモリに保存してある
故障類型判断データとを比較し、該当センサーの故障類型を判断する（Ｃ）段階は、該当
センサーの故障類型を判断するために前記診断モデリング値の連続性、形態及び遅延値の
何れか一つ以上を利用することを特徴とする請求項６に記載の汎用センサーの自己診断装
置の診断方法。
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【請求項９】
　該当センサーの故障類型に関するデータを、音声、テキスト、及びグラフを用いて使用
者に出力する（Ｄ）段階をさらに含むことを特徴とする請求項６に記載の汎用センサーの
自己診断装置の診断方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、汎用センサーの自己診断装置に係るものであり、より詳細には特定のセンサ
ーから初期の正常入力信号を受け、そのセンサー信号をモデリング（ここで、モデリング
とは、モデリング係数、類型、及び各種の変数などを含む）した後、その初期モデリング
後、特定センサーからの診断モデリング値と正常モデリング出力値とを比較してセンサー
の故障の有無及び故障類型を判断し、該当センサーに故障がある場合は、使用者に報知す
ることにより事故を未然に防止すると共に、センサーを含んだシステムでの安全性及び信
頼性を確保できるようにした汎用センサーの自己診断装置及びその診断方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、汎用センサーの自己診断装置及びその診断方法に関するものであって、橋梁
、ダム、トンネル、大型ビルなどのような大型システムの場合、それらへの接近性の限界
により、既存の検査や管理方法では、接近方法の面で効率性が低く、瞬間的な異常は捕捉
しにくいことが多かった。
【０００３】
　一方、最近、大型化学工程システムにおける火災や事故の発生は、経済的な損失、人命
被害及び環境汚染などの直接的な損失だけでなく、国の信頼度まで低下させ、国家経済へ
の悪影響を及ぼしている。
【０００４】
　したがって、大型システムなどに対する安全性の確保とメンテナンス作業のための基盤
核心技術であるスマートセンサーシステム構造に関連した技術の開発が切実に求められて
おり、また、新規及び既存設備の場合、複雑化及び老朽化により設備の安全性が重要な思
案とされている。
【０００５】
　また、ナノメートル（ｎａｎｏ　ｍｅｔｅｒ）単位で精密加工を施す機械における移動
量確認のためのセンサー、化学プラントの各単位工程に設けられ、各種圧力、温度、ＣＯ

２濃度、酸素濃度センサーなどのような監視機能を有するセンサー類、車、船舶、飛行機
などに使われている、生命に直結する各種のセンサー類、原子力発電装置に要する温度、
圧力センサーなど、国の重要基幹産業分野の各種設備に要する各センサー類の重要性につ
いては、あえて詳細に説明しなくても、重要な構成要素といえる。
【０００６】
　しかし、このような重要な機能をするセンサーから出される信号がセンサーの故障によ
り不正確な信号を出力し、その異常や故障状態を認識できないのであれば、各設備の誤動
作による経済的な被害は、言葉では言い表せないくらい大きいといえる。
【０００７】
　だが、従来には、センサーの故障の有無及び故障類型を自動で判断し、これを知らせる
ためのシステムの発明がなされていなかったため、センサーの故障の有無を容易に把握で
きず、それによりそのようなセンサーを利用した設備が誤作動を起こし、ひいては経済的
な損失を被るという問題があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、前述した問題点などを解決するために案出されたものであり、特定のセンサ
ーから初期の正常入力信号を受け、そのセンサー信号をモデリング（ここで、モデリング
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とは、モデリング係数、類型、及び各種の変数などを含む）した後、その初期モデリング
後、特定センサーからの診断モデリング値と正常モデリング出力値とを比較し、センサー
の故障の有無及び故障類型を判断し、該当センサーが故障と判断されたら、使用者にこれ
を報知することによって、事故を未然に防止すると共に、センサーを含んだシステムでの
安全性及び信頼性を確保できるようにした汎用センサーの自己診断装置及びその診断方法
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前述した目的は、本発明による汎用センサーの自己診断装置は、一つ以上のセンサーか
らセンサー信号を受けるセンサー信号入力部と、前記センサー信号入力部から受けたセン
サー信号を診断装置で使える値に加工する入力データ加工部と、前記入力データ加工部に
より加工されたデータをモデリングし、診断モデリング値を算出するモデリング部と、前
記センサーが正常な状態の場合、予めモデリングされている前記センサーのセンサー信号
に対する参照モデリング値を保存し、前記センサーの故障類型を判断するための故障類型
判断データを保存するためのメモリと、前記診断モデリング値と前記メモリに保存してあ
る該当センサーの参照モデリング値との相関度を比較し、該当センサーの故障有無を診断
する故障診断部と、前記故障診断部により該当センサーが故障と判断されたら、前記診断
モデリング値と前記参照モデリング値の相関度と、前記故障類型判断データとを比較し、
該当センサーの故障類型を判断する故障類型判断部とを備えることによって達成される。
【００１０】
　なお、前記故障類型判断部は、該当センサーの故障類型を判断するために前記診断モデ
リング値の連続性、形態及び遅延値の何れか一つ以上を利用する。
【００１１】
　一方、前記故障類型判断部から該当センサーの故障類型に関するデータを受け、音声、
テキスト及びグラフを用いて使用者に出力する出力部をさらに備えることが望ましい。
【００１２】
　また、前記故障類型判断部から該当センサーの故障類型に関するデータを受け、有線ま
たは無線の通信方式を介して外部装置に伝送する通信部をさらに備える。
【００１３】
　なお、前記入力データ加工部は、前記の一つ以上のセンサーから入力されるセンサー信
号がアナログ信号の場合、前記アナログ信号をデジタル信号に変えて前記モデリング部に
伝達する。
【００１４】
　前記目的を達成するために、本発明による汎用センサーの自己診断装置の診断方法は、
一つ以上のセンサーからセンサー信号を受ける（Ａ）段階と、入力されたセンサー信号を
モデリングして診断モデリング値を算出し、前記診断モデリング値とメモリに保存してあ
る該当センサーの参照モデリング値との相関度を比較し、該当センサーの故障有無を診断
する（Ｂ）段階と、該当センサーが故障と判断されると、前記診断モデリング値と前記参
照モデリング値の相関度と前記メモリに保存してある故障類型判断データとを比較し、該
当センサーの故障類型を判断する（Ｃ）段階を含む。
【００１５】
　この際、前記参照モデリング値は、該当センサーが正常な状態の場合、予めモデリング
されている該当センサーのセンサー信号に対するモデリング値である。
【００１６】
　なお、前記診断モデリング値と前記参照モデリング値の相関度と、前記メモリに保存し
てある故障類型判断データとを比較し、該当センサーの故障類型を判断する（Ｃ）の段階
は、該当センサーの故障類型を判断するために前記診断モデリング値の連続性、形態及び
遅延値の何れか一つ以上を利用することが望ましい。
【００１７】
　また、該当センサーの故障類型に関するデータを音声、テキスト、及びグラフを用いて
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使用者に出力する（Ｄ）段階をさらに含むことが望ましい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、特定センサーから初期の正常入力信号を受け、そのセンサー信号をモ
デリング（ここで、モデリングとは、モデリング係数、類型、及び各種の変数などを含む
）した後、その初期モデリング後、特定センサーからの診断モデリング値と正常モデリン
グ出力値とを比較し、センサーの故障の有無及び故障類型を判断すると共に、該当センサ
ーに故障があった場合、使用者にこれを報知することによって事故を未然に防止し、セン
サーを含んだシステムでの安全性及び信頼性を高めると共に、これを通じて自動化システ
ムの管理を容易に行うことができる。
【００１９】
　また、本発明は、センサーの老朽化を予測でき、大気汚染、水質汚染のような環境分野
や交通量などのような持続的な監視を長時間続ける計測センサーにおいて管理及びその使
用を容易とする。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の望ましい実施例による汎用センサーの自己診断装置の内部構成を示した
ブロック図である。
【図２】本発明の動作過程を示す説明図である。
【図３】本発明の望ましい実施例による汎用センサーの自己診断装置が動作する過程を示
したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下に、前記したような本発明による汎用センサーの自己診断装置の望ましい実施例を
添付図面に基づいて詳細に説明する。
【００２２】
　図１には、本発明の望ましい実施例による汎用センサーの自己診断装置の内部構成を示
したブロック図が示されている。
【００２３】
　図１に示したように、本発明の汎用センサー自己診断装置１００は、センサー１１０、
センサー信号入力部１２０、入力データ加工部１２１、モデリング部１２３、故障診断部
１３０、故障類型判断部１４０、中央処理部１５０、電源部１６０、通信部１７０、メモ
リ１８０、出力部１９０を含んでなる。
【００２４】
　一つ以上のセンサー１１０は、センサー信号を生成し、リアルタイムでセンサー信号入
力部１２０にそのセンサー信号を提供する。
【００２５】
　センサー信号入力部１２０は、一つ以上のセンサー１１０からリアルタイムでセンサー
信号を有線または無線で入力され、そのセンサー信号を入力データ加工部１２１に伝達す
る。この際、センサー信号は、電圧または電流または直流または正弦波などで表されるア
ナログ信号形態であることもあるし、またはパルスＲＳ２３２、ＲＳ４８５などで表され
るデジタル信号であることもある。このようなアナログ信号またはデジタル信号は、有線
または無線の通信網を通じて受けることができる。
【００２６】
　入力データ加工部１２１は、入力されるセンサーのデジタル信号またはアナログ信号を
中央処理部１５０で処理することができるようにサンプリング周期及びそのサイズを約束
通りの形態で加工処理する。
【００２７】
　この際、入力データ加工部１２１は、入力されるセンサー信号がアナログ信号の場合、
ＡＤＣを通じて前記アナログ信号をデジタル信号に変えてモデリング部１２３に伝達する
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。
【００２８】
　モデリング部１２３は入力データ加工部１２１で加工されたデータが入力されると、そ
の入力されたデータをモデリングし、診断モデリング値を算出する。ここで、モデリング
は、モデリング係数、類型及び各種の変数などを含む。
【００２９】
　メモリ１８０には、センサー１１０が正常状態の場合、予めモデリングされている前記
センサー１１０のセンサー信号に対する参照モデリング値が保存され、前記センサー１１
０の故障類型を判断するための故障類型判断データが保存される。
【００３０】
　この際、故障類型判断データは、モデリング値の連続性、形態及び遅延値のような様々
な要素によって区分してテーブル化し、保存されることが望ましい。
【００３１】
　故障診断部１３０は、入力データ加工部１２１にセンサー信号が入力されると、診断モ
デリング値と前記メモリ１８０に保存してある該当センサー１１０の参照モデリング値と
の相関度を比較し、該当センサーの故障有無を診断する。
【００３２】
　さらに詳しくは、故障診断部１３０は、前記診断モデリング値と前記参照モデリング値
との相関度を比較し、その相関度が既に設定されている臨界範囲を超える場合、故障と判
断する。
【００３３】
　この際、故障診断部１３０は、モデリングをするために４０Ｍｈｚ以上の動作周波数を
有しており、フローティングポイント（ｆｌｏａｔｉｎｇ　ｐｏｉｎｔ）演算が可能なも
のを用いることが望ましい。もし、内部にＡＤＣがない場合は、外部に装着し、正確性の
ために１０-ＢＩＴ以上のレゾリューション（ＲＥＳＯＬＵＴＩＯＮ）を有するＡＤＣを
使用することが望ましい。
【００３４】
　図２は、センサー信号が入力された時、故障診断部１３０による、故障の有無の診断に
ついての説明を表す説明図を示している。
【００３５】
　故障類型判断部１４０は、故障診断部１３０により該当センサー１１０が故障と判断さ
れると、前記診断モデリング値と前記参照モデリング値の相関度と、前記故障類型判断デ
ータとを比較し、該当センサーの故障類型を判断する。
【００３６】
　この際、故障類型判断部１４０は、該当センサー１１０の故障類型を判断するために前
記診断モデリング値の連続性、形態及び遅延値の何れか一つ以上を用いる。さらに詳しく
は、故障類型判断部１４０は、メモリ１８０に保存してある故障類型判断データに基づく
相関度の比較を通じて、該当範囲によってその故障類型を決定するのである。
【００３７】
　通信部１７０は、故障類型判断部１４０から該当センサー１１０の故障類型に関するデ
ータの入力を受け、有線または無線の通信方式を介して外部装置に伝送する。たとえば、
通信部１７０は、該当センサー１１０の故障類型に関するデータを通信網を通じて上位制
御装置、装置メーカ、指定アフターサービスセンター、保険会社などに伝送することがで
きる。
【００３８】
　一方、外部装置との通信は、ＲＳ２３２と各種有無線通信網が用いられる。
【００３９】
　出力部１９０は、故障類型判断部１４０から該当センサー１１０の故障類型に関するデ
ータを受け、音声、テキスト、及びグラフで使用者に出力する。
【００４０】
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　中央処理部１５０は、センサー信号入力部１２０が一つ以上のセンサー１１０からセン
サー信号を受けると、その該当センサーの参照モデリング値がメモリ１８０に保存されて
いるか否かを判断し、その判断結果、メモリ１８０に該当センサー１１０に対する参照モ
デリング値がない場合は、該当センサー１１０が初めて始動するものとみなし、該当セン
サー１１０から初めて入力されるデータを参照モデリング値と判断し、メモリ１８０に保
存する。
【００４１】
　また、中央処理部１５０は、複数個のセンサーからセンサー信号を受ける場合、その入
力される複数個のセンサー信号を切り替える機能をする。つまり、多数のセンサー信号を
処理するためのマルチプレクサのような機能をするものである。
【００４２】
　電源部１６０は、外部から入力された電源が汎用センサーの自己診断装置１００に印加
されるように処理する。
【００４３】
　図３は、本発明の望ましい実施例による汎用センサーの自己診断装置が動作する過程を
示したフローチャートを示している。
【００４４】
　先ず、センサー信号入力部１２０が一つ以上のセンサー１１０よりセンサー信号を受け
る（段階Ｓ１００）。
【００４５】
　すると、入力データ加工部１２１が、入力されるセンサーのデジタル信号又はアナログ
信号を中央処理部１５０で処理することができるようにサンプリング周期およびそのサイ
ズを既に設定されている形態に加工処理を行う。
【００４６】
　この際、入力データ加工部１２１は、入力されるセンサー信号がアナログ信号の場合、
ＡＤＣを通じて前記アナログ信号をデジタル信号に変えてモデリング部１２３に伝達する
。
【００４７】
　モデリング部１２３は、入力データ加工部１２１で加工されたデータが入力されると、
入力されたデータをモデリングし、診断モデリング値を算出する（段階Ｓ１１０）。ここ
で、モデリングは、モデリング係数、類型、及び各種変数などを含む。
【００４８】
　それから、中央処理部１５０は、メモリ１８０に該当センサー１１０に対する参照モデ
リング値があるか否かを判断する（段階Ｓ１２０）。この際、前記参照モデリング値は、
該当センサー１１０が正常な状態である時、予めモデリングされた該当センサーのセンサ
ー信号に対するモデリング値である。
【００４９】
　段階Ｓ１２０の判断結果、メモリ１８０に該当センサー１１０に対する参照モデリング
値がない場合、該当センサー１１０が初めて始動するものとみなし、該当センサー１１０
から初めて入力されるデータを参照モデリング値と判断し、メモリ１８０に保存する。
【００５０】
　一方、段階Ｓ１２０の判断結果、メモリ１８０に該当センサー１１０に対する参照モデ
リング値がある場合、故障診断部１３０は、前記診断モデリング値とメモリ１８０に保存
してある該当センサーの参照モデルング値との相関度を比較し、該当センサー１１０の故
障の有無を診断する（段階Ｓ１３０）。
【００５１】
　段階Ｓ１３０の判断結果、該当センサー１１０が故障と判断されると、故障類型判断部
１４０は、前記診断モデリング値と前記参照モデリング値との相関度と、前記メモリに保
存してある故障類型判断データとを比較し、該当センサー１１０の故障類型を判断する（
段階Ｓ１５０）。
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　この際、前記診断モデリング値と前記参照モデリング値との相関度と、前記メモリ１８
０に保存してある故障類型判断データとを比較し、該当センサー１１０の故障類型を判断
する段階は、該当センサー１１０の故障類型を判断するために前記診断モデリング値の連
続性、形態及び遅延値の何れか一つ以上を用いることが望ましい。
【００５３】
　次いで、段階Ｓ１５０により該当センサー１１０の故障類型が判断されると、中央処理
部１５０は、出力部１９０を通じて該当センサー１１０の故障類型に関するデータが出力
されるように処理する（段階Ｓ１６０）。この際、音声、テキスト、及びグラフを用いて
使用者に出力することが望ましい。
【００５４】
　以上では本発明を特定の望ましい実施例に対して図示すると共に説明をした。しかし、
本発明は、前述した実施例に限るものではなく、本発明が属する技術分野において通常の
知識を有する者であれば、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲で様々変形して実施する
ことができる。したがって、本発明の権利範囲は、特定の実施例に限定されるものではな
く、添付された特許請求の範囲により定められるものであり、解析されなければならない
。
【符号の説明】
【００５５】
　　１００　汎用センサー自己診断装置 
　　１１０　センサー
　　１２０　センサー信号入力部
　　１２１　入力データ加工部
　　１２３　モデリング部
　　１３０　故障診断部
　　１４０　故障類型判断部
　　１５０　中央処理部
　　１６０　電源部
　　１７０　通信部
　　１８０　メモリ
　　１９０　出力部



(9) JP 2013-501945 A 2013.1.17

【図１】 【図２】

【図３】



(10) JP 2013-501945 A 2013.1.17

10

20

30

40

【国際調査報告】



(11) JP 2013-501945 A 2013.1.17

10

20

30

40



(12) JP 2013-501945 A 2013.1.17

10

20

30

40



(13) JP 2013-501945 A 2013.1.17

10

20

30

40



(14) JP 2013-501945 A 2013.1.17

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,
BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,I
D,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ
,OM,PE,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,
ZM,ZW

(72)発明者  ナム　グウン
            大韓民国　プサン　プック　ファミョン　３ドン　コーロンハヌルチェ　１チャ　アパート　１０
            １－１０３
Ｆターム(参考) 2F076 BA01  BA05  BD07  BD11  BD16  BE04  BE05  BE08  BE12  BE15 
　　　　 　　        BE17 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

