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(57)【要約】

（修正有）

【課題】プロセスプラントにおいて、制御デバイスによ
って生成されるプロセス制御データを用いる早期故障検
出を提供するための技法が提供される。
【解決手段】本技法は、故障、異常、またはパフォーマ
ンスの低下等の、プロセスプラント内の状態の先行イン
ジケータを決定する。先行インジケータは、主構成要素
分析を用いて決定され得る。次いで、先行インジケータ
に対応するプロセス変数を示すプロセス信号が、獲得及
び分析される。ローリング高速フーリエ変換（ＦＦＴ）
をプロセス信号に対して実施して時系列データを生成し
、これでプロセスプラントを監視することができる。時
系列データにおいて先行インジケータの存在が検出され
るとき、状態の警告または他の予測が生成され得る。し
たがって、変動及び異常を先行予測因子として用いて、
プロセスの故障を特定することができる。
【選択図】図２Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
プロセスプラントにおいて早期故障検出を提供するための方法であって、
１つ以上のプロセス制御デバイスによる、前記プロセスプラント内のプロセスを制御す
る動作の結果として生成される時間領域データを含む、プロセス信号を獲得することと、
前記獲得したプロセス信号に基づいて、前記プロセスプラントの状態の先行インジケー
タを決定することと、
前記先行インジケータに対応するプロセス変数を定義することと、
後続のプロセス信号に対してローリング高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を実施して、前記
定義したプロセス変数に対応する時系列データを決定することと、
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前記定義したプロセス変数に対応する前記時系列データを、前記先行インジケータの存
在について監視することと、
前記監視する時系列データにおいて検出される前記先行インジケータの存在に基づいて
、前記状態の予測に対応する指標を生成することと、を含む、方法。
【請求項２】
前記時間領域データを含む前記プロセス信号を獲得することが、前記プロセスプラント
内に含まれるデータソースによって生成される時間領域データを獲得することを含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記時間領域データを含む前記プロセス信号を獲得することが、前記１つ以上のプロセ
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ス制御デバイスによって生成されるオンライン時間領域データを獲得することを含む、請
求項２に記載の方法。
【請求項４】
前記状態の前記先行インジケータを決定することが、前記プロセス信号に対して１つ以
上の統計的分析技法を実施することを含み、前記１つ以上の統計的分析技法が、主構成要
素分析、部分最小二乗回帰、クラスタリング、または相互相関関係のうちの少なくとも１
つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
前記先行インジケータに対応する前記プロセス変数を定義することが、前記状態の発生
前に起こり、かつ前記状態の前記発生に寄与する、前記プロセス信号における変化に対応
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するプロセス変数を定義することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
前記プロセス変数を定義することが、新しいプロセス変数にタグを割り当てさせること
と、前記プロセスプラント内のプロセス制御データベースに前記タグを記憶することとを
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
前記プロセスプラント内のデータソースによって生成されるオンラインプロセスデータ
を獲得することによって、前記後続の信号を獲得することを更に含み、前記後続の信号が
、前記１つ以上のプロセス制御デバイスによる、前記プロセスプラント内の前記プロセス
を制御する動作の結果として生成される追加的な時間領域データを含む、請求項１に記載
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の方法。
【請求項８】
前記後続のプロセス信号に対して前記ローリングＦＦＴを実施することが、前記後続の
プロセス信号に含まれる時間領域データに対して前記ローリングＦＦＴを実施し、それに
よって周波数領域データを生成することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
前記生成した周波数領域データから前記定義したプロセス変数の値を決定することと、
前記決定した値を、前記定義したプロセス変数に対応する前記時系列データを含む時間領
域データに変換することとを更に含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】

50

(3)

JP 2017‑76386 A 2017.4.20

前記生成した周波数領域データに対して１つ以上の分析技法を実施することと、
前記生成した周波数領域データに対して実施された前記１つ以上の分析技法の結果に基
づいて、前記先行インジケータに対応する別のプロセス変数を定義することと、
前記別の定義したプロセス変数に対応する時系列データを、前記先行インジケータの前
記存在について監視することと、を更に含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
前記監視する時系列データの値に対応する閾値に基づいて、前記定義したプロセス変数
に対応する前記監視する時系列データにおいて、前記先行インジケータの前記存在を検出
することを更に含み、前記監視する時系列データの前記値に対応する前記閾値が、特定の
値または前記特定の値の持続期間のうちの少なくとも１つに対応する閾値を含む、請求項
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１に記載の方法。
【請求項１２】
時間枠の指標を生成することを更に含み、この時間枠の間に、前記検出された前記先行
インジケータの存在に基づいて、前記状態の発生が予測される、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
前記検出された前記先行インジケータの存在に基づいて、プロセス信号を生成すること
と、
前記予測された状態の発生の影響を防止または軽減するように、前記プロセスプラント
に前記プロセス信号を提供して、前記プロセスプラント内のパラメータ、値、構成、状況
、または実行中のアプリケーションのうちの少なくとも１つを変更することによって前記
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プロセスプラントの挙動を変更することと、を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
前記検出された前記先行インジケータの存在に基づいてデータ分析信号を生成すること
と、前記データ分析信号を、前記プロセスプラントと共に動作する、分散型データエンジ
ンまたはデータ分析システムの分析機能のうちの少なくとも１つに提供することと、を更
に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
前記方法の少なくとも一部分が、前記プロセスプラントと共に動作するデータ分析シス
テムによって実施される、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
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前記方法の前記少なくとも一部分が、前記データ分析システムの１つ以上の分散型デー
タエンジン（ＤＤＥ）によって実施される、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
命令が、プロセッサに、前記プロセスプラントのプロセス制御システム内で実行される
ルーチンによって、前記定義したプロセス変数に対応する前記時系列データを、前記先行
インジケータの前記存在について監視させる、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
前記定義したプロセス変数に対応する前記時系列データを監視することが、前記プロセ
スプラントからのストリーミングプロセスデータを監視することを含む、請求項１に記載
の方法。
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【請求項１９】
前記１つ以上のプロセス制御デバイスによる、前記プロセスを制御する動作の結果とし
て生成される前記時間領域データを含む、前記プロセス信号を獲得することが、前記プロ
セスプラント内の１つ以上のデータソースによって生成される時間領域データを含む前記
プロセス信号を獲得することを含み、前記１つ以上のデータソースが、一次プロセスデー
タを生成する前記プロセスプラント内の任意のデータソースを除外する、請求項１に記載
の方法。
【請求項２０】
プロセスプラントにおいて早期故障検出を提供するためのシステムであって、
プロセスプラントにおいて動作する、複数のプロセス制御デバイスと、
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プロセッサと、
前記プロセッサと通信可能に連結し、かつ命令を記憶する有形の非一時的記憶媒体を備
える、プログラムメモリと、を備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行されたと
き、前記プロセッサに、
前記複数のプロセス制御デバイスによる、前記プロセスプラントにおける動作の結果
として生成される時間領域データを含む、プロセス信号を獲得することと、
前記獲得したプロセス信号に基づいて、前記プロセスプラントの状態の先行インジケ
ータを決定することと、
前記先行インジケータに対応するプロセス変数を定義することと、
後続のプロセス信号に対してローリング高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を実施して、前
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記定義したプロセス変数に対応する時系列データを決定することと、
前記定義したプロセス変数に対応する前記時系列データを、前記先行インジケータの
存在について監視することと、
前記監視する時系列データにおいて検出される前記先行インジケータの存在に基づい
て、前記状態の予測に対応する指標を生成することと、を行わせる、システム。
【請求項２１】
前記プロセッサに、前記時間領域データを含む前記プロセス信号を獲得させる前記命令
が、前記プロセッサに、１つ以上のプロセス制御デバイスによって生成される時間領域デ
ータを獲得させる命令を含む、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
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前記プロセッサに、前記後続のプロセス信号に対して前記ローリングＦＦＴを実施させ
る前記命令が、前記プロセッサに、前記後続のプロセス信号に含まれる時間領域データに
対して前記ローリングＦＦＴを実施させ、それによって周波数領域データを生成させる命
令を含み、前記命令が更に、前記プロセッサに、
前記生成した周波数領域データに対して１つ以上の分析技法を実施することと、
前記生成した周波数領域データに対して実施された前記１つ以上の分析技法の結果に基
づいて、前記先行インジケータに対応する別のプロセス変数を定義することと、
前記別の定義したプロセス変数に対応する時系列データを、前記先行インジケータの前
記存在について監視することと、を行わせる、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２３】
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前記命令が更に、前記プロセッサに時間枠の指標を生成させ、この時間枠の間に、前記
検出された前記先行インジケータの存在に基づいて、前記状態の発生が予測される、請求
項２０に記載のシステム。
【請求項２４】
前記命令が更に、前記プロセッサに、前記検出された前記先行インジケータの存在に基
づいてプロセス信号を生成させ、前記プロセスプラントに前記プロセス信号を提供させて
、前記プロセスプラント内のパラメータ、値、構成、状況、または実行中のアプリケーシ
ョンのうちの少なくとも１つを変更することによって前記プロセスプラントの挙動を変更
させる、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２５】
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前記プロセッサが、前記プロセスプラントと共に動作するデータ分析システム内に配置
され、前記データ分析システムが、１つ以上の分散型データエンジン（ＤＤＥ）を含み、
前記命令が、前記データ分析システムにおいて実行される１つ以上のデータ分析機能の一
部である、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２６】
前記ローリングＦＦＴが、前記データ分析システムのデータブロックまたはデータモジ
ュールのうちの少なくとも１つによって実施される、請求項２５に記載のシステム。
【請求項２７】
前記データ分析システムが、前記ローリングＦＦＴのデータブロック定義を記憶するデ
ータブロック定義ライブラリを含む、請求項２５に記載のシステム。
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【請求項２８】
プロセスプラントにおいて早期故障検出を提供するための命令を記憶する、有形の非一
時的コンピュータ可読媒体であって、前記命令が、コンピュータシステムのプロセッサに
よって実行されたとき、前記コンピュータシステムに、
１つ以上のプロセス制御デバイスによる、前記プロセスプラント内のプロセスを制御す
る動作の結果として生成される時間領域データを含む、プロセス信号を獲得することと、
前記獲得したプロセス信号に基づいて、前記プロセスプラントの状態の先行インジケー
タを決定することと、
前記先行インジケータに対応するプロセス変数を定義することと、
後続のプロセス信号に対してローリング高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を実施して、前記
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定義したプロセス変数に対応する時系列データを決定することと、
前記定義したプロセス変数に対応する前記時系列データを、前記先行インジケータの存
在について監視することと、
前記監視する時系列データにおいて検出される前記先行インジケータの存在に基づいて
、前記状態の予測に対応する指標を生成することと、を行わせる、有形の非一時的コンピ
ュータ可読媒体。
【請求項２９】
前記コンピュータシステムに、前記プロセス信号を獲得させる前記命令が、前記コンピ
ュータシステムに、前記１つ以上のプロセス制御デバイスによって生成されるオンライン
時間領域データを獲得させる命令を含む、請求項２８に記載の有形の非一時的コンピュー
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タ可読媒体。
【請求項３０】
前記コンピュータシステムに、前記後続のプロセス信号に対して前記ローリングＦＦＴ
を実施させる前記命令が、前記コンピュータシステムに、前記後続のプロセス信号に含ま
れる時間領域データに対して前記ローリングＦＦＴを実施させ、それによって周波数領域
データを生成させる命令を含み、更に、前記コンピュータシステムに、
前記生成した周波数領域データに対して１つ以上の分析技法を実施することと、
前記生成した周波数領域データに対して実施された前記１つ以上の分析技法の結果に基
づいて、前記先行インジケータに対応する別のプロセス変数を定義することと、
前記別の定義したプロセス変数に対応する時系列データを、前記先行インジケータの前
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記存在について監視することと、を行わせる命令を記憶する、請求項２８に記載の有形の
非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項３１】
前記コンピュータシステムに時間枠の指標を生成させる命令を更に記憶し、この時間枠
の間に、前記検出された前記先行インジケータの存在に基づいて、前記状態の発生が予測
される、請求項２８に記載の有形の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項３２】
前記コンピュータシステムに、前記検出された前記先行インジケータの存在に基づいて
プロセス信号を生成させ、前記プロセスプラントに前記プロセス信号を提供させて、前記
プロセスプラント内のパラメータ、値、構成、状況、または実行中のアプリケーションの
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うちの少なくとも１つを変更することによって前記プロセスプラントの挙動を変更させる
命令を更に記憶する、請求項２８に記載の有形の非一時的コンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本開示は、広義には、プロセスプラント及びプロセス制御システムに関し、より具体的
には、プロセスプラント及びプロセス制御システムによって生成されるリアルタイムデー
タのリアルタイムパフォーマンス監視及び分析に関する。
【０００２】
関連出願の相互参照
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本出願は、２０１５年１０月９日に出願された、ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＥＤ
ＴＲＩＡＬ

ＰＥＲＦＯＲＭＡＮＣＥ

ＭＯＮＩＴＯＲＩＮＧ

ＡＮＤ

ＩＮＤＵＳ

ＡＮＡＬＹＴＩ

ＣＳと題される、米国仮出願第３２／２３９，６２０号の利益を主張し、この仮出願の全
体が、ここに、参照により本明細書に明示的に組み込まれる。本出願は、（ｉ）２０１３
年３月４日に出願された、「ＢＩＧ

ＤＡＴＡ

ＩＮ

ＰＲＯＣＥＳＳ

ＣＯＮＴＲＯＬ

ＳＹＳＴＥＭＳ」と題される米国出願第１３／７８４，０４１号、（ｉｉ）２０１４年
２月６日に出願された、「ＣＯＬＬＥＣＴＩＮＧ
ＴＡ

ＴＯ

Ａ

ＮＴＲＯＬ

ＢＩＧ

ＤＡＴＡ

ＡＮＤ

ＭＡＣＨＩＮＥ

ＤＥＬＩＶＥＲＩＮＧ

ＩＮ

Ａ

ＰＲＯＣＥＳＳ

ＤＡ
ＣＯ

ＳＹＳＴＥＭ」と題される米国出願第１４／１７４，４１３号、（ｉｉｉ）

２０１４年８月１１日に出願された、「ＳＥＣＵＲＩＮＧ
ＯＣＥＳＳ

ＣＯＮＴＲＯＬ

ＤＥＶＩＣＥＳ

ＴＯ

ＰＲ
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ＳＹＳＴＥＭＳ」と題される米国出願第１４／４５６，７

６３号、（ｉｖ）２０１４年３月１７日に出願された、「ＤＡＴＡ

ＭＯＤＥＬＩＮＧ

ＳＴＵＤＩＯ」と題される米国出願第１４／２１６，８２３号、（ｖ）２０１４年１月３
１日に出願された、「ＭＡＮＡＧＩＮＧ
ＯＮＴＲＯＬ

ＢＩＧ

ＤＡＴＡ

ＩＮ

ＰＲＯＣＥＳＳ

ＳＹＳＴＥＭＳ」と題される米国出願第１４／１６９，９６５号、（ｖｉ

）２０１４年３月１４日に出願された、「ＤＥＴＥＲＭＩＮＩＮＧ
ＯＮＳ
ＮＤ

Ｃ

ＡＮＤ

ＡＬＩＧＮＭＥＮＴＳ

ＭＥＡＳＵＲＥＭＥＮＴＳ

ＯＦ

ＩＮ

ＡＳＳＯＣＩＡＴＩ

Ａ

ＰＲＯＣＥＳＳ

ＥＬＥＭＥＮＴＳ

Ａ

ＰＲＯＣＥＳＳ」と題される米国出願第１

４／２１２，４１１号、（ｖｉｉ）２０１４年３月１４日に出願された、「ＤＩＳＴＲＩ
ＢＵＴＥＤ

ＢＩＧ

ＤＡＴＡ

ＩＮ

Ａ

ＰＲＯＣＥＳＳ

ＣＯＮＴＲＯＬ

ＳＹＳＴ

20

ＥＭ」と題される米国出願第１４／２１２，４９３号、（ｖｉｉｉ）２０１４年１０月６
日に出願された、「ＳＴＲＥＡＭＩＮＧ
ＰＲＯＣＥＳＳ

ＣＯＮＴＲＯＬ

ＤＡＴＡ

ＦＯＲ

ＡＮＡＬＹＴＩＣＳ

６，８６３号、（ｉｘ）２０１４年１０月６日に出願された、「ＲＥＧＩＯＮＡＬ
Ｇ

ＤＡＴＡ

ＩＮ

ＩＮ

ＳＹＳＴＥＭＳ」と題される米国出願第１４／５０

ＰＲＯＣＥＳＳ

ＣＯＮＴＲＯＬ

ＢＩ

ＳＹＳＴＥＭＳ」と題される米

国出願第１４／５０７，１８８号、（ｘ）２０１４年１０月６日に出願された、「ＤＡＴ
Ａ

ＰＩＰＥＬＩＮＥ

ＦＯＲ

ＰＲＯＣＥＳＳ

ＣＯＮＴＲＯＬ

ＳＹＳＴＥＭ

ＡＮ

ＡＬＹＴＩＣＳ」と題される米国出願第６２／０６０，４０８号、及び（ｘｉ）２０１４
年１０月６日に出願された、「ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ
Ｇ−ＢＡＳＥＤ

ＬＥＡＲＮＩＮＧ

ＩＮ

Ａ

ＳＩＧＮＡＬ

ＰＲＯＣＥＳＳ

ＰＲＯＣＥＳＳＩＮ
ＰＬＡＮＴ」と題され

30

る米国出願第１４／５０７，２５２号に関連し、これらの出願の全開示が、ここに、参照
により本明細書に明示的に組み込まれる。
【背景技術】
【０００３】
物理的物質または生産物を製造、精製、変形、生成、または生産するための、化学、石
油、工業、または他のプロセスプラントにおいて使用されるもの等の分散型プロセス制御
システムは、典型的には、アナログバス、デジタルバス、またはアナログ／デジタル結合
バスを介して、あるいは無線通信リンクまたはネットワークを介して、１つ以上のフィー
ルドデバイスと通信可能に連結される、１つ以上のプロセスコントローラを含む。例えば
、バルブ、バルブポジショナ、スイッチ、及び送信器（例えば、温度センサ、圧力センサ

40

、レベルセンサ、及び流量センサ）である場合があるフィールドデバイスは、プロセス環
境内に配置され、概して、バルブの開放または閉鎖、温度もしくは圧力といったプロセス
パラメータ及び／または環境パラメータの測定等の物理的またはプロセス制御機能を実行
して、プロセスプラントまたはシステム内で実行中の１つ以上のプロセスを制御する。公
知のＦｉｅｌｄｂｕｓプロトコルに準拠するフィールドデバイス等の、スマートフィール
ドデバイスは、制御計算、アラーム機能、及びコントローラ内で一般に実装される他の制
御機能もまた実行し得る。プロセスコントローラは、これもまた同様に典型的にはプラン
ト環境内に配置されるが、フィールドデバイスによって行われるプロセス測定を示す信号
及び／またはフィールドデバイスに関する他の情報を受信し、例えば、プロセス制御判断
を行い、受信した情報に基づき制御信号を生成し、ＨＡＲＴ（登録商標）、Ｗｉｒｅｌｅ
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ｓｓＨＡＲＴ（登録商標）、及びＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ（登録商標）Ｆｉｅｌｄｂｕｓフ
ィールドデバイス等の、フィールドデバイスで実行される制御モジュールまたはブロック
と連携する、異なる制御モジュールを実行するコントローラアプリケーションを実行する
。コントローラ内の制御モジュールは、通信回線またはリンクを通じてフィールドデバイ
スに制御信号を送信し、それによって、プロセスプラントの少なくとも一部分の運転を制
御して、例えばプラント内で実行または遂行中の１つ以上の工業プロセスの少なくとも一
部分を制御する。例えば、コントローラ及びフィールドデバイスは、プロセスプラントの
プロセス制御システムによって制御されているプロセスの少なくとも一部分を制御する。
【０００４】
フィールドデバイス及びコントローラからの情報は、制御室もしくはより厳しいプラン

10

ト環境からは離れた他の場所に典型的には配置される、オペレータワークステーション、
パーソナルコンピュータもしくはコンピューティングデバイス、データヒストリアン、レ
ポートジェネレータ、集中データベース、または他の集中管理コンピューティングデバイ
ス等の、１つ以上の他のハードウェアデバイスに対して、通常、データハイウェイまたは
通信ネットワークを通じて利用可能にされる。これらのハードウェアデバイスの各々は、
典型的には、プロセスプラントにわたって、またはプロセスプラントの一部分にわたって
集中化される。これらのハードウェアデバイスは、例えば、オペレータが、プロセス制御
ルーチンの設定の変更、コントローラもしくはフィールドデバイス内の制御モジュールの
運転の修正、プロセスの現在の状態の閲覧、フィールドデバイス及びコントローラによっ
て生成されたアラームの閲覧、担当者の訓練もしくはプロセス制御ソフトウェアの試験を

20

目的としたプロセスの運転のシミュレーション、構成データベースの保守及び更新等の、
プロセスの制御ならびに／またはプロセスプラントの運転に関する機能を実行することを
可能にし得るアプリケーションを実行する。ハードウェアデバイス、コントローラ、及び
フィールドデバイスによって活用されるデータハイウェイは、有線通信パス、無線通信パ
ス、または有線及び無線通信パスの組み合わせを含み得る。
【０００５】
例として、Ｅｍｅｒｓｏｎ

Ｐｒｏｃｅｓｓ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔによって販売され

ている、ＤｅｌｔａＶ（商標）制御システムは、プロセスプラント内の多様な場所に配置
された異なる装置内に記憶され、それら異なる装置によって実行される複数のアプリケー
ションを含む。１つ以上のワークステーションまたはコンピューティングデバイス内に備
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わる、構成アプリケーションは、ユーザによる、プロセス制御モジュールの作成または変
更、及びデータハイウェイを経由した、これらのプロセス制御モジュールの、専用分散型
コントローラへのダウンロードを可能にする。典型的には、これらの制御モジュールは、
通信可能に相互接続された機能ブロックで構成され、これらの機能ブロックは、それに対
する入力に基づき制御スキーム内で機能を実行し、出力を制御スキーム内の他の機能ブロ
ックに提供するオブジェクト指向プログラミングプロトコル内のオブジェクトである。ま
た、構成アプリケーションは、データをオペレータに対して表示するため、かつプロセス
制御ルーチン内の設定点等の設定のオペレータによる変更を可能にするために表示アプリ
ケーションが使用するオペレータインターフェイスを、構成設計者が作成または変更する
ことを可能にし得る。各専用コントローラ、及び一部の場合においては、１つ以上のフィ

40

ールド装置は、実際のプロセス制御機能を実装するために、それらに割り当てられてダウ
ンロードされた制御モジュールを実行するそれぞれのコントローラアプリケーションを記
憶及び遂行する。表示アプリケーションは、１つ以上のオペレータワークステーション（
またはオペレータワークステーション及びデータハイウェイと通信可能に接続された１つ
以上のリモートコンピューティングデバイス）上で遂行され得るが、コントローラアプリ
ケーションからデータハイウェイを経由してデータを受信し、このデータをユーザインタ
ーフェイスを使用して、プロセス制御システム設計者、オペレータ、またはユーザに表示
して、オペレータのビュー、エンジニアのビュー、技術者のビュー等の、いくつかの異な
るビューのうちのいずれかを提供し得る。データヒストリアンアプリケーションが、典型
的には、データハイウェイにわたって提供されたデータの一部または全てを収集及び記憶
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するデータヒストリアンデバイスに記憶され、それによって遂行される一方で、構成デー
タベースアプリケーションは、現在のプロセス制御ルーチン構成及びそれに関連するデー
タを記憶するためにデータハイウェイに接続される、更に離れたコンピュータで実行され
得る。あるいは、構成データベースは、構成アプリケーションと同じワークステーション
内に配置されてもよい。
【０００６】
プロセスプラントまたはプロセス制御システムにおいて、異常状態または故障の証拠が
見出された場合（例えば、アラームが発生した場合、あるいはプロセス測定値またはアク
チュエータが過剰なばらつきを有することが見出された場合）、オペレータ、器械技術者
、またはプロセス技術者は、典型的には、システム、及びシステムを通るプロセスのフロ

10

ーパスによって制御されているプロセスについての彼または彼女の知識と共に、分析ツー
ルを使用して、異常状態または故障の証拠の生成に対して寄与した可能性のある上流の測
定値及びプロセス変数の判断を試みる。例えば、オペレータは、プロセス制御デバイス（
例えば、フィールドデバイス、コントローラ等）の出力から経時的に取り込まれているデ
ータの履歴ログを、ＤｅｌｔａＶ（商標）バッチ分析製品または連続データ分析ツールに
供給して、異常状態または故障状態に対する様々なプロセス変数及び／または測定値の寄
与を判断することを試みる場合がある。典型的には、ユーザは、どの履歴データログ及び
／または他の時系列データを分析ツールに供給するかを決定し、プロセスについての彼ま
たは彼女の知識に基づいて、候補となる上流因子（例えば、測定値、プロセス変数等）を
特定する。続いて、これらのデータ分析ツールは、主構成要素分析（ＰＣＡ）、または部

20

分最小二乗法、線形回帰等の他の分析技法を活用して、どの候補となった上流因子が、下
流の予測される品質パラメータに影響を与えているかを判断する。したがって、分析ツー
ルによって提供される出力の精度及び有効性はユーザの知識に基づき、すなわち制限され
ており、したがって、異常状態または故障の源に対する完全または正確な洞察を提供して
いない場合がある。
【０００７】
加えて、このような分析は典型的にはプロセスからオフラインで実行されており、した
がって、プロセスは、分析が行われている間に変化または移動する場合がある。例えば、
典型的なプロセスプラントは、通常、１日に１回または２回の特定の分析のサイクル（例
えば、データ収集及び分析サイクル）を実行するが、結果が分析され、任意の規定的アク

30

ションがプラント内で開発及び実装されるのは、分析が実行された後しばらく経ってから
である。したがって、分析結果の精度が疑わしい場合があるだけでなく、そこから開発さ
れた規定的アクションも、最適ではないか、あるいは現在実行中のプロセスに対しては最
早当てはまらない可能性がある。
【０００８】
更に、現在公知のプロセス制御プラント及びプロセス制御システムのアーキテクチャは
、限られたコントローラ及びデバイスのメモリ、通信帯域幅、ならびにコントローラ及び
デバイスのプロセッサ能力によって強く影響される。例えば、現在公知のプロセス制御シ
ステムアーキテクチャにおいては、コントローラ内のダイナミック及びスタティック不揮
発性メモリの使用は、通常、最小限にされるか、あるいは少なくとも慎重に管理される。

40

結果として、システム構成中（例えば、演繹的に）、ユーザは、典型的には、コントロー
ラ内のどのデータをアーカイブまたは保存すべきか、それが保存される頻度、及び圧縮が
使用されるか否かを選択する必要があり、コントローラは、それに応じて、この制限され
たデータ規則のセットで構成される。結果的に、トラブルシューティング及びプロセス分
析において有用であり得るデータは、多くの場合、アーカイブされず、それが収集される
場合、有用な情報は、データ圧縮に起因して失われている可能性がある。
【０００９】
その上更に、工業またはプロセス制御プラントのデータセットは、現在のデータ処理分
析アプリケーションでは不十分であるという地点まで、そのサイズにおいて絶え間なく増
加し続けている。典型的には、公知の分析技法は単にデータから値を抽出しようと試みる
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のみであり、その値が抽出されるデータセットの具体的なサイズまでは扱わず、特に、非
常に大きいデータセット（プラントで生成された全てのプロセスデータ等）上でシームレ
スに動作することはない。更に、公知の分析技法は、典型的には、ストリーミングまたは
ストリーミングされるデータを取り扱うことができない。
【００１０】
上に考察した現在公知のプロセスプラント監視及び分析、ならびにプロセス制御システ
ムの制限、ならびに他の制限は、例えばプラントの運転中、トラブルシューティング中、
及び／または予測モデリング中に、プロセスプラントまたはプロセス制御システムの運転
及び最適化において、それら自身を望ましくない形で顕在化させ得る。概して、リアルタ
イムの、現在の工業プロセスパフォーマンスデータを用いるリアルタイム分析は、公知の

10

監視及び分析ツールでは不可能である。
【発明の概要】
【００１１】
分散型工業プロセスパフォーマンス監視及び／または分析用の技法、システム、装置、
構成要素、及び方法が本明細書に開示される。そのような技法、システム、装置、構成要
素、及び方法は、工業プロセス制御システム、環境、及び／またはプラントに対して適用
することができ、これらは本明細書においては交換可能に、「自動化」、「工業制御」、
「プロセス制御」、または「プロセス」システム、環境、及び／またはプラントとも呼ば
れる。典型的には、そのようなシステム及びプラントは、分散型の様式で、物理的物質ま
たは生産物を製造、精製、変形、生成、または生産するように動作する、１つ以上のプロ

20

セスの制御を提供する。概して、該技法、システム、装置、構成要素、及び方法は、デー
タ監視及び／またはデータ分析エンジン（本明細書においては交換可能に「分散型データ
エンジン」、「データエンジン」、または「ＤＤＥ」とも呼ばれる）を、工業プロセスを
制御するように提携して運転するデバイス内に、分散型の様式で埋め込むことを含む。例
えば、分散型データエンジンは、プロセスプラントまたはプロセス制御システム内で実行
中のプロセスを制御するように他のデバイスと共に動作するデバイス（例えば、フィール
ドデバイス、コントローラ、Ｉ／Ｏカード等のプロセス制御デバイス）内に製造されても
よく、かつ／あるいは分散型データエンジンは、そのようなデバイスとローカルで連結さ
れるか、または直接連結されてもよい。追加的なデータエンジンが、通信ノード、ワーク
ステーション、または他のオペレータインターフェイス、サーバの中等、プロセスプラン
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ト内に含まれる他のデバイスに埋め込まれるか、あるいはその中に製造されてもよい。一
部の構成においては、データエンジンは、プロセスプラント内の様々な通信リンクに接続
されるか、あるいは別様に、プラント内のプロセスの実行または制御中に送信されたリア
ルタイムデータへのビューまたはウィンドウを有するように、プロセスプラントに接続さ
れる。
【００１２】
データは、分散型制御システム（ＤＣＳ）、プログラマブルロジックシステム（ＰＬＳ
）、及びプロセス制御安全衛生監視システム（ＳＨＭ）において見られる従来型の通信シ
ステムの外側に典型的には存在する、１つ以上のデータ通信チャネル及びネットワークを
例えば使用することで、様々な埋込式データエンジン間でストリーミングされる。そのよ
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うな従来公知のプロセス制御通信ネットワーク及びリンクとの混乱を回避するために、デ
ータエンジン間で通信をストリーミングするために活用される通信チャネル及びネットワ
ークは、本明細書においては交換可能に、「データ分析通信チャネル」、「データ分析チ
ャネル」、「データ分析通信ネットワーク」、または「データ分析ネットワーク」と呼ば
れる。ストリーミングされるデータは、データエンジンによって閲覧または観察されるリ
アルタイムデータを含み得る。例えば、分散型データエンジンが従来型のプロセス制御シ
ステム通信リンクに接続される（したがって、トラバースするデータを閲覧している）場
合、データエンジンは、従来型の通信リンクをトラバースしているデータのコピーを、デ
ータ分析ネットワークを介して、１つ以上の他のデータエンジンにストリーミングし得る
。別の例においては、分散型データエンジンがプロセス制御デバイスの中に製造されるか
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、またはそれに埋め込まれている場合、データ分析ネットワークを用いてデータエンジン
によってストリーミングされる分析データは、デバイスによって受信、生成、または別様
にプロセスされたデータのコピーを含み得る。追加的または代替的に、ストリーミングさ
れるデータは、分析結果、規定的アクション等の、デバイスにおいてローカルで実施され
た１つ以上の分析に対応するデータを含み得る。このアーキテクチャによって、分析サー
ビスが、ローカルでバインドされ、データソース付近で、またはデータソースにおいて提
供されるが、一方で同時に、より大規模の分析の提供が可能となり、それによって、下で
より詳細に説明されるように、帯域幅の使用及びシステムにまたがる処理サイクルを最小
化しながら、タイムリーな結果及び最適化が提供される。
【００１３】

10

ある態様においては、分散型工業プロセス監視及び分析システムは、プロセスを制御す
るように動作しているプロセスプラント内に埋め込まれた、複数の分散型データエンジン
（ＤＤＥ）を含む。ＤＤＥの各々は、制御されているプロセスの結果としてそれぞれデー
タを生成している、プロセスプラント内のそれぞれの１つ以上のデータソースに連結され
る。加えて、ＤＤＥの各々は、各ＤＤＥが連結されるそれぞれの１つ以上のデータソース
によって生成されているデータを記憶する。本システムはまた、複数のＤＤＥ間の分析デ
ータのストリーミングをサポートし、複数のＤＤＥにおいて記憶されるデータに関するク
エリの送信をサポートするデータ分析ネットワークも含む。
【００１４】
別の態様においては、方法には、プロセスを制御するように動作しているプロセス制御

20

プラントのデータ分析ネットワーク内に含まれるクラスタの存在を告知することが含まれ
る。本方法はまた、その告知に対して応答し、プラントによるプロセスの制御から得られ
る連続データを生成するデータソースを登録することも含む。加えて、本方法は、データ
ソースによって生成された連続データを受信すること、及びデータソースによって生成さ
れた連続データの少なくとも一部を、データ分析ネットワークを介して、データコンシュ
ーマにストリーミングすることを含む。本方法の１つ以上の部分が、例えば、クラスタに
よって実施されてもよい。
【００１５】
更に別の態様においては、方法には、プロセスを制御するように動作しているプロセス
制御プラントのデータ分析ネットワーク内に含まれる集中型クラスタの存在を告知するこ
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とが含まれる。本方法はまた、その告知に対して応答し、プロセスを制御する結果として
生成される、ストリーミングされる連続データを記憶するように構成されるローカルクラ
スタを登録することも含む。ローカルクラスタは、プロセスプラント内に埋め込まれ、プ
ロセスを制御するように動作しながら、連続データの少なくとも一部分を生成する１つ以
上のデータソースと通信可能に連結する。加えて、本方法は、ローカルクラスタからの、
ストリーミングされる連続データの少なくとも一部分を受信すること、ローカルクラスタ
から受信したストリーミングされる連続データに１つ以上のデータ分析機能を実施するこ
と、及び１つ以上のデータ分析機能の出力を、データ分析ネットワークを介して、データ
コンシューマにストリーミングすることを含み得る。本方法の１つ以上の部分が、例えば
、集中型クラスタによって実施されてもよい。

40

【００１６】
別の態様においては、本システムは、連続データストリームにバインドされる、データ
分析モジュールを含む。連続データストリームは、プロセスを制御するように動作してい
るプロセスプラント内に含まれるデータソースによってリアルタイムで生成される内容を
有し、連続データストリームの内容は、プロセスを制御するオペレーションの結果として
生成される。本システムは更に、連続データストリームに対してリアルタイムで動作する
データ分析モジュールから得られる、リアルタイムで生成される連続出力を表示するユー
ザインターフェイスを含む。ユーザインターフェイスに表示される連続出力は、１つ以上
の予測値の連続アップデートを含む。
【００１７】
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更に別の態様においては、工業プロセス制御用のパフォーマンス監視及び分析システム
は、ユーザ制御部のセットと、データモデルを表すデータダイアグラムのユーザによる作
成を可能にするキャンバスとを提供するプラットフォームを含む。プラットフォームは更
に、ユーザがデータダイアグラムを評価またはコンパイルして入力データセットに対し実
行して、それによって出力データを生成することを可能にする。入力データセットは、プ
ロセスを制御するオンラインプロセスプラントから得られる時系列データ（及び任意選択
で他のデータ）を含む。本明細書で使用する場合、用語「時系列データ」は概して、典型
的には１つ以上のデータソースによってある時間間隔にわたって生成される、一連のデー
タ点、値、またはセットを指す。
【００１８】

10

データダイアグラムは、ワイヤのセットで相互接続されたデータブロックのセットを含
み、このワイヤのセットを介してデータがデータブロック間で移送される。データブロッ
クのセットの各データブロックは、それぞれのデータオペレーションに対応し、０、１、
または複数の入力コネクタを含み、０、１、または複数の出力コネクタを含む。それぞれ
の入力データは、入力コネクタ（複数可）を介して各データブロックで受信され、それぞ
れのデータブロックは、それぞれの入力データに対してそのそれぞれのデータオペレーシ
ョンを実施する各データブロックから得られるそれぞれの出力データを、出力コネクタ（
複数可）を介して提供する。更に、入力コネクタは、データブロックのセットの第１のデ
ータブロックに含まれ、データブロックのセットに含まれる少なくとも１つのデータブロ
ックのそれぞれのデータオペレーションは、データ分析機能を含み、データダイアグラム

20

の異なる部分は、非同期的かつ別個にコンパイル可能であり、実行可能である。一部の実
施形態においては、例えば入力コネクタが構成されておらず、出力コネクタが構成されて
いない場合、入力データ及び出力データは、データブロックによって内部で処理される。
【００１９】
ある態様においては、プロセス制御環境においてリアルタイム分析を実施するための方
法は、グラフィカルユーザインターフェイスに第１のダイアグラムを作成することを含む
。第１のダイアグラムは、プロセッサに、プロセス制御環境によって前もって生成及び記
憶されたデータを操作させるように動作可能である、第１のプログラミング命令を表し得
る。本方法はまた、第１のダイアグラムによって表される第１のプログラミング命令をコ
ンパイルすること、コンパイルされた第１のプログラミング命令を実行して、結果として

30

生じる第１の出力を作成すること、及び結果として生じた第１の出力を評価して、結果と
して生じた第１の出力を作成するのに使用されたモデルの予測値を決定することも含む。
加えて、本方法は、第１のダイアグラムから第２のダイアグラムを自動的に生成すること
を含む。第２のダイアグラムは、プロセッサに、ライブデータソースにバインドさせ、少
なくとも、結果として生じた第１の出力を作成するのに使用されたモデルを使用すること
で、ライブデータソースから受信したデータを評価させるように動作可能である、第２の
プログラミング命令を表し得る。更に、本方法は、第２のダイアグラムによって表される
第２のプログラミング命令をコンパイルすること、及びコンパイルされた第２のプログラ
ミング命令を実行して、プロセス制御環境のオペレーションの態様を予測することを含む
40

。
【００２０】
別の態様において、プロセス制御環境においてリアルタイム分析を実施するためのシス
テムは、プロセスプラント内で動作する複数のプロセス制御デバイスと、制御ネットワー
クを介して複数のプロセスデバイスと通信可能に連結するコントローラとを含む。本シス
テムはまた、プロセス制御環境のオペレーションのデータを記憶する、有形の非一時的記
憶媒体を備えるビッグデータストレージノードと、ビッグデータストレージノードと通信
可能に連結するプロセッサと、プロセッサと通信可能に連結するプログラムメモリとを含
む。このプログラムメモリは、プロセッサによって実行されたとき、プロセッサに、編集
キャンバスを含むグラフィカルユーザインターフェイスを表示させ、その編集キャンバス
上に配置して第１のダイアグラムを作成するための、複数のグラフィカルプログラミング

50

(12)

JP 2017‑76386 A 2017.4.20

要素の選択を受信させるという命令を記憶する、有形の非一時的記憶媒体を備え得る。第
１のダイアグラムは、ビッグデータストレージノードに記憶されたデータをプロセッサに
操作させるように動作可能な、第１のプログラミング命令を表し得る。加えて、その命令
がプロセッサによって実行された場合、プロセッサに、コンパイルされた第１のプログラ
ミング命令を実行させて、結果として生じる第１の出力を作成させ、その結果として生じ
た第１の出力に基づいて予測的モデルを作成させることができる。その命令がプロセッサ
によって実行された場合、プロセッサには更に、第１のダイアグラムから第２のダイアグ
ラムを自動的に生成させることができる。第２のダイアグラムは、プロセッサに、ライブ
データソースにバインドさせ、少なくとも、結果として生じた第１の出力を作成するのに
使用されたモデルを使用することで、ライブデータソースから受信したデータを評価させ

10

るように動作可能である、第２のプログラミング命令を表し得る。その命令がプロセッサ
によって実行された場合、プロセッサにはなおも更に、第２のダイアグラムによって表さ
れる第２のプログラミング命令をコンパイルさせ、コンパイルされた第２のプログラミン
グ命令を実行させて、プロセス制御環境のオペレーションの態様を予測させることができ
る。
【００２１】
別の態様においては、プロセス制御環境においてデータ分析を実施するための分析サー
ビスは、ブロック定義のライブラリを含む。このライブラリは、有形の非一時的媒体に記
憶することができ、ライブラリ内に記憶される各ブロック定義は、（ｉ）プロセス制御環
境のデータに関するアクションを実施するためのターゲットアルゴリズムと、（ｉｉ）１

20

つ以上のブロックプロパティとを含み得る。この分析サービスは更に、有形の非一時的媒
体に記憶される機械可読命令のセットを含み、この機械可読支持のセットは、プロセッサ
によって実行されたとき、（１）ディスプレイを介してキャンバスをユーザに呈示し、（
２）ブロック定義のライブラリをユーザに呈示し、（３）１つ以上の対応するブロック定
義のうちの１つ以上の選択を受信し、（４）１つ以上のブロック定義に対応する１つ以上
のブロックをキャンバス上に配置して、１つ以上のブロックを含むモジュールを作成し、
（５）（ｉ）１つ以上のブロック、または（ｉｉ）モジュール、または（ｉｉｉ）１つ以
上のブロック及びモジュールのいずれかに関して、１つ以上のプロパティの構成を促進し
、かつ（６）（ｉ）ブロックのうちの１つ以上、または（ｉｉ）モジュールの評価をもた
らすように、動作可能である。

30

【００２２】
加えて、分析サービスは、プロセッサ上で動作する実行サービスを含み、ここで、この
実行サービスは、（１）１つ以上のブロックまたはモジュールを評価する要求を受信し、
（２）１つ以上のブロックまたはモジュールに対応する命令をコンパイルし、（３）コン
パイルされた命令を実行するために１つ以上のジョブプロセスを作成し、その１つ以上の
ジョブプロセスに、コンパイルされた命令を実行させ、かつ（４）１つ以上のジョブプロ
セスの結果を受信するように構成される。分析サービスはまた、１つ以上のジョブプロセ
スを実行する１つ以上のプロセッサを、１つ以上の分散型データエンジンと連結する通信
ネットワークも含む。各分散型データエンジンは、プロセス制御環境内で生成されるデー
タを記憶する、有形の非一時的記憶媒体を備え得る。

40

【００２３】
実際、プロセスプラントのオペレーションによって生成されるデータ、またはそれに関
するデータは、リレーショナルデータベースまたは非リレーショナルデータベース等の複
数のデータ記憶に記憶され得る。これらのデータ記憶は、様々なデータ構造及びクエリメ
カニズムを活用する場合があり、それにより、異なるデータ記憶のデータにアクセスする
ために異なるクエリ構文が必要とされる。様々なフォーマットを用いるデータ記憶へのデ
ータアクセスを促進するための、標準化クエリについて本明細書では記載する。標準化デ
ータクエリフォーマットを活用するこの標準化クエリは、データ記憶のデータにアクセス
するために必要とされる情報を含むが、標準化クエリは、そのようなデータを獲得するよ
うに直接実行可能ではない場合がある。代わりに、データソースに特異的なクエリが、標
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準化クエリに基づいて生成される。これには、標準化クエリからクエリパラメータを抽出
することと、特定のデータソースと関連付けられるデータソースに特異的なクエリフォー
マットを活用して、１つ以上のデータソースに特異的なクエリを生成することとが含まれ
得る。このデータソースに特異的なクエリは、それらのそれぞれのデータソースにアクセ
スし、そこからデータを選択するように実行することができ、このデータはその後、標準
化クエリで示されるデータを任意の所望のフォーマットで呈示するデータフレームを生成
するようにフォーマットされ得る。これには、データソースに特異的なクエリによって獲
得されたデータに関する、サンプリングレート、データプロパティ、または他のデータ特
性を整合することが含まれ得る。一部の実施形態においては、プロセス制御または分析に
おける更なる使用のために、異なるデータソースに特異的なクエリフォーマットを活用す

10

る、複数のデータソースからのデータを、集合データフレームへと組み合わせることがで
きる。
【００２４】
別の態様においては、電子データソースから時系列データを獲得するための命令を記憶
する方法、システム、及びコンピュータ可読媒体について記載され、データの獲得元であ
る電子データソースの指標を受信すること、データが獲得される時間範囲の指標を受信す
ること、獲得されるべきデータの特性の指標を受信すること、電子データソースと関連付
けられる、データソースに特異的なクエリフォーマットを決定すること、獲得されるべき
データの時間範囲及び特性の指標に基づいて、データソースに特異的なフォーマットに従
う、データソースに特異的なクエリを生成すること、データソースに特異的なクエリを実
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行させて、電子データソースからデータを選択すること、ならびに／または電子データソ
ースからデータを受信することを含む。データの時間範囲及び特性の指標は、電子データ
ソースからは独立する標準化クエリフォーマットで表されてもよく、電子データソースは
、リレーショナルデータベースまたは非リレーショナルデータベースであり得る。
【００２５】
本方法は、標準化クエリフォーマットを活用する標準化クエリを含み得る。時間範囲の
指標及び特性の指標は、標準化クエリとして受信することができる。電子データソースの
指標もまた、標準化クエリとして受信することができる。標準化クエリは更に、Ｊａｖａ
Ｓｃｒｉｐｔ

Ｏｂｊｅｃｔ

Ｎｏｔａｔｉｏｎ（ＪＳＯＮ）等の、データまたはファイ

ルがデータを返すためのフォーマットを示し得る。標準化クエリはまた、ＪＳＯＮでフォ
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ーマットされたファイルでもあり得る。標準化クエリフォーマットは、電子データソース
によって活用される本来の構文とは別個の構文を活用してもよい。標準化クエリフォーマ
ットで活用されるそのような構文は、電子データソースからデータを獲得するように直接
実行可能ではない場合がある。
【００２６】
時間範囲の指標は、少なくとも１つの開始時間と、少なくとも１つの終了時間とを含み
得る。時間範囲の指標は、獲得されるべきデータのサンプルレートを同様に含み得る。獲
得されるべきデータの特性の指標は、プロセスプラントのオペレーションに関する１種類
以上の測定値の指標を含み得る。この１種類以上の測定値は、プロセスプラント内に配置
される１つ以上のフィールドデバイスからの測定値を含み得る。１種類以上の測定値の指
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標は、データと関連付けられる１つ以上のタグ、エイリアス、及びデータタイプを含み得
る。
【００２７】
本方法は更に、データが電子データソースから受信される際のフォーマットの指標を受
信することを含み得、データは、示されるフォーマットで電子データソースから受信され
得る。一部の実施形態においては、データが獲得される際のフォーマットの指標を受信し
て、電子データソースから受信したデータを、その示されるフォーマットに変換する場合
がある。
【００２８】
データソースに特異的なクエリフォーマットは、電子データソースの種類に基づいて決
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定され得る。データソースに特異的なクエリを生成することは、獲得されるべきデータの
示される時間範囲と、示される特性とを、データソースに特異的なクエリフォーマットに
マッピングすることを含み得る。データソースに特異的なクエリを実行させることは、デ
ータソースに特異的なクエリを電子データソースのインターフェイスに送信することを含
み得、それにより、このインターフェイスが、データソースに特異的なクエリを用いて、
電子データソースを照会する。
【００２９】
電子データソースから受信したデータを含む、データフレームが生成され得る。このデ
ータフレームは、複数のデータ点を含み得る。各データ点は、時間範囲内の時間と関連付
けられ得る。各データ点は更に、開始時間後の、サンプル期間の整数倍と整合するか、あ

10

るいは開始時間である、時間範囲内の時間と関連付けられ得る。
【００３０】
別の態様においては、電子データソースからデータを提供するための命令を記憶する方
法、システム、及びコンピュータ可読媒体について記載され、データ要求エンティティか
ら、標準化クエリフォーマットを使用する標準化クエリを受信すること、標準化クエリか
らクエリパラメータを抽出すること、抽出したクエリパラメータに基づいて、データソー
スに特異的なクエリフォーマットで、データソースに特異的なクエリを生成すること、デ
ータソースに特異的なクエリを実行して、電子データソースからデータを獲得すること、
及び／または獲得したデータをデータ受信エンティティに提供することを含む。標準化ク
エリフォーマットは、電子データソースによって活用される、データソースに特異的なク

20

エリフォーマットとは異なり得る。電子データソースは、リレーショナルデータベースま
たは非リレーショナルデータベースであり得る。データ要求エンティティは、本明細書で
考察されるＤａｔａ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｔｕｄｉｏ等の分析プログラム内のクエリ

ブロックであり得る。データ受信エンティティは、データ要求エンティティと同じエンテ
ィティであってもよい。標準化クエリは、電子データソースからデータを獲得するように
直接実行可能ではない構文を活用する場合がある。
【００３１】
標準化クエリからクエリパラメータを抽出することは、データのある期間及びデータパ
ラメータを決定することを含み得る。この期間は、開始時間と終了時間とを有し得、デー
タパラメータは、電子データソースから獲得されるべきデータの種類または特性を示し得

30

る。標準化クエリからクエリパラメータを抽出することは更に、サンプリングレートを決
定することを含み得る。
【００３２】
獲得したデータを要求エンティティに提供することは、その期間と関連付けられるデー
タ点のセットを返すことを含み得る。各データ点は、データ点と関連付けられる値（複数
可）に関する時間を示すタイムスタンプを含み得る。そのようなタイムスタンプは、開始
時間である時間か、または開始時間後のサンプリングレートの期間の整数倍である時間か
に限定され得る。完全な時系列を達成するために、１つ以上のデータ点が、開始時間後の
サンプリングレートの期間の整数倍を示すタイムスタンプを伴うデータセットに対して追
加されてもよい。追加されるデータ点は、これら１つ以上の追加されるデータ点の各タイ

40

ムスタンプの最も直前の時間と関連付けられる、電子データソースのデータエントリの値
を使用し得る。データ点のセットは、標準化クエリで特定されたフォーマットに基づいて
、フォーマットされ得る。
【００３３】
データパラメータによって示される、データの種類または特性は、測定の種類またはあ
る種類の測定デバイスからの測定値であり得る。データの種類または特性は更に、具体的
な測定デバイスを示してもよく、この測定デバイスは、プロセスプラント内に配置される
フィールドデバイスであり得る。データパラメータは更に、獲得されるべきデータのタグ
、データ要求エンティティに提供されるべきデータのエイリアス、及び／またはデータ要
求エンティティに提供されるべきデータのデータフォーマットタイプを示し得る。

50

(15)

JP 2017‑76386 A 2017.4.20

【００３４】
データをデータ要求エンティティに提供することは、獲得されたデータを含むデータフ
レームを、データ要求エンティティに送信することを含み得る。標準化クエリは、データ
フレーム用のフォーマットの指標を含み得る。データフレームは、データフレーム用のフ
ォーマットの指標に従ってフォーマットされ得る。標準化クエリは、データフレームが、
データ受信エンティティにＪＳＯＮファイルとして提供されることを示し得る。
【００３５】
別の態様においては、複数の電子データソースからのプロセスプラントデータにアクセ
スするための命令を記憶する方法、システム、及びコンピュータ可読媒体について記載さ
れ、標準化クエリフォーマットを活用する標準化クエリを受信すること、標準化クエリに

10

基づいて、第１のデータソースに特異的なクエリを生成すること、標準化クエリに基づい
て、第２のデータソースに特異的なクエリを生成すること、第１のデータソースに特異的
なクエリを実行させて、第１の電子データソースから第１のデータのセットを獲得するこ
と、第２のデータソースに特異的なクエリを実行させて、第２の電子データソースから第
２のデータのセットを獲得すること、及び／または第１及び第２のデータのセットを含む
、集合データフレームを生成することを含む。第１及び第２のデータのセットは各々、プ
ロセスプラント内の１つ以上のフィールドデバイスによって測定された情報を含む、複数
のデータ点を含み得る。
【００３６】
第１のデータソースに特異的なクエリは、第１の電子データソースと関連付けられる第
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１のクエリフォーマットを活用し得、第２のデータソースに特異的なクエリは、第２の電
子データソースと関連付けられる第２のクエリフォーマットを活用し得る。標準化クエリ
は、第１の電子データソースの第１の指標と、第２の電子データソースの第２の指標とを
含み得る。一部の実施形態においては、第１の電子データソースがリレーショナルデータ
ベースであってもよく、第２の電子データソースが非リレーショナルデータベースであっ
てもよい。第１の指標が第１のクエリフォーマットを特定してもよく、第２の指標が第２
のクエリフォーマットを特定してもよい。一部の実施形態においては、第１及び第２の指
標は、データ列の指標に対してプリペンドされ得る。
【００３７】
標準化クエリフォーマットは、第１のクエリフォーマットのクエリ構文と、第２のクエ
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リフォーマットのクエリ構文との両方と別個のクエリ構文を活用し得る。標準化クエリフ
ォーマットのクエリ構文は、第１の電子データソースからの第１のデータのセット、また
は第２の電子データソースからの第２のデータのセットのいずれについても、獲得するよ
うに直接実行可能ではない場合がある。例えば、標準化クエリは、ＪＳＯＮファイルの１
つ以上のオブジェクトまたは配列に含まれ得る。
【００３８】
標準化クエリは、第１のデータセット及び第２のデータセットのデータエントリに対応
する期間を特定する時間範囲の指標を含み得る。時間範囲は複数の期間を含んでもよく、
これらの複数の期間は、データが照会されない除外期間によって分離されてもよい。時間
範囲はまた、第１のデータセットと関連付けられる第１の期間と、第２のデータセットと
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関連付けられる第２の期間とを特定し得る。標準化クエリはまた、集合データフレームに
ついてのサンプルレートの指標も含み得る。
【００３９】
第１のデータセットは、第１のサンプルレートを有するデータを含み得、第２のデータ
セットは、第２のサンプルレートを有するデータを含み得る。そのような事例においては
、集合データフレームを生成することは、第１及び第２のサンプルレートを整合すること
を含み得る。第１及び第２のサンプルレートを整合することは、所望のサンプルレートを
達成するために必要とされる、サンプルされていない時間に対応するデータ点を追加する
ことを含み得る。そのような追加されるデータ点は、追加されるデータ点に対して時間的
に直前の、サンプル済みのデータの所与の値であり得る。第１及び第２のデータサンプル
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レートを整合することは、サンプル済みのデータ点を取り除くことを同様に含み得る。
【００４０】
そのような方法を実践するためのシステムは更に、１つ以上のデータソースと通信可能
に連結される１つ以上のプロセッサと、１つ以上のプロセッサによって実行されたとき、
コンピュータシステムに、上記のシステム機能の一部または全てを実施させるというコン
ピュータ可読命令を記憶する１つ以上のプログラムメモリとを含み得る。コンピュータ可
読媒体が、コンピュータシステムの１つ以上のプロセッサによって実行可能な、類似のコ
ンピュータ可読命令を記憶して、それによってコンピュータシステムに上記のシステム機
能の一部または全てを実施させてもよい。本方法、システム、またはコンピュータ可読媒
体の追加的または代替的態様が、下の詳細な説明においてより完全に記載されるように実

10

践され得る。
【００４１】
加えて、新規の、周波数分析の分析技法が開示され、本明細書に記載されるシステム、
方法、装置、及び技法のいずれかによって提供され得る。新規の、周波数分析の分析技法
は、ストリーミングされるデータを分析して、プロセスプラントまたはプロセス制御シス
テムにおける早期警戒故障検出を提供することができる。より具体的には、この周波数分
析の分析技法は、故障、異常、パフォーマンスの低下、ターゲットパフォーマンスレベル
、望まれない状態、及び／または所望の状態の、特定された先行インジケータに対応する
プロセス変数の新しいセットを作成することができ、ストリーミングされるプロセスデー
タにローリングＦＦＴを実施することで、新しいプロセス変数の時系列データを決定する
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ことができる。ローリングＦＦＴは、ストリーミングされるプロセスデータを時間領域か
ら周波数領域に変換することができ、ここで、プロセス変数の新しいセットの値が決定さ
れ得る。新しいプロセス変数の決定された値は、監視のために、時間領域へと再度転換さ
れ得る。監視される時間領域データ内における先行インジケータの存在の検出は、予測さ
れる故障、異常、パフォーマンスの低下、及び／または他の望まれない状態の兆候を生成
及び／または存在させ得、プロセスプラントのオペレーションに対する変化をもたらし、
それによって、望ましくない不調、事象、及び／または状態の影響を回避、防止、及び／
または軽減し得る。同様に、監視される時間領域データ内における先行インジケータの存
在の検出は、パフォーマンスのターゲットレベル等の予測される所望の状態の兆候を、一
部の場合においては、所望の状態の発生が予測される時間または時間間隔と共に、生成及
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び／または存在させ得る。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】分散型の、埋込式工業プロセスパフォーマンス監視及び／または分析エンジンを
含む、例示的システムプロセスプラントまたはプロセス制御システムを例証するブロック
図である。
【図２Ａ】分散型工業プロセスパフォーマンス監視／分析用の例示的システムのブロック
図である。
【図２Ｂ】例示的プロセス制御システムに関連する、例示的分散型工業プロセスパフォー
40

マンス監視分析システムの配列の実施形態である。
【図３】例示的工業プロセスパフォーマンス監視及び／または分析エンジンのブロック図
である。
【図４Ａ】様々なデータブロックの特色及び相互接続を例証する、例示的データダイアグ
ラムである。
【図４Ｂ】例示的なＤａｔａ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｔｕｄｉｏのユーザインターフェ

イスである。
【図４Ｃ】データブロック定義ライブラリ、データブロック定義、データモジュール、デ
ータブロック、データブロックインスタンス、及びワイヤ間の例示的関係性である。
【図４Ｄ】データモジュールの下書きまたは作成の例である。
【図４Ｅ】データモジュールが作成される、Ｄａｔａ

Ｓｔｕｄｉｏキャンバスのズーム
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イン領域である。
【図４Ｆ】異なる種類のデータブロック用の、例示的データブロック定義テンプレートで
ある。
【図４Ｇ】異なる種類のデータブロック用の、例示的データブロック定義テンプレートで
ある。
【図４Ｈ】異なる種類のデータブロック用の、例示的データブロック定義テンプレートで
ある。
【図４Ｉ】データダイアグラムの評価、編集、または展開の例示的フローである。
【図４Ｊ】標準及びカスタムビジュアリゼーションの呈示を支持する例示的アーキテクチ
10

ャである。
【図４Ｋ】複合データブロックが作成される例示的シナリオである。
【図４Ｌ】例示的オフラインデータダイアグラムである
【図４Ｍ】図４Ｌの例示的オフラインデータダイアグラムの転換から生成された、オンラ
インデータダイアグラムである。
【図４Ｎ−１】例示的な、Ｄａｔａ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｄａｓｈｂｏａｒｄのユーザ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｄａｓｈｂｏａｒｄのユーザ

インターフェイスである。
【図４Ｎ−２】例示的な、Ｄａｔａ
インターフェイスである。
【図４Ｏ】プロセスプラントのパフォーマンスを制御及び最適化する制御ループの、高次
20

ブロックダイアグラムである。
【図４Ｐ】ローカライズしたデータ分析サービスを提供するための例示的方法である。
【図４Ｑ】ローカライズしたデータ分析サービスを提供するための例示的方法である。
【図５Ａ】本発明によるＡｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅの例示的アーキテクチャの

ブロック図である。
【図５Ｂ】図５Ａに描写したアーキテクチャの例示的データサービスエンティティをより
詳細に例証するブロック図である。
【図５Ｃ】現在説明している実施形態による、プログラミングキャンバスに配置されるブ
ロックのプロパティダイアログを呈示するための方法を例証するフローチャートである。
【図５Ｄ】例示的オフライン図がプログラミングキャンバスに構成される、例示的プログ
ラミングキャンバスである。

30

【図５Ｅ】図５Ｄのオフライン図に対応する例示的オンライン図である。
【図５Ｆ】モジュールの例示的プロパティダイアログである。
【図５Ｇ】プロパティがオフライン及びオンライン運転の両方に関する、オフラインモジ
ュールのブロックの例示的プロパティダイアログである。
【図６Ａ】例示的な分析的クエリシステムのブロック図である。
【図６Ｂ】標準化クエリを用いる、例示的な分析構成のブロック図である。
【図６Ｃ】例示的標準化クエリである。
【図６Ｄ】例示的標準化クエリ方法の流れ図である。
【図６Ｅ】例示的標準化クエリ方法の流れ図である。
【図７Ａ】ある時間間隔中の、精製所のフレアシステムの例示的プロセスフロー測定値の
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グラフである。
【図７Ｂ】別の時間間隔中の、図７Ａの例示的プロセスフロー測定値のグラフである。
【図７Ｃ】データにフレア事象を含む、精製所の例示的プロセスフローデータのグラフで
ある。
【図７Ｄ】図７ＣのプロセスフローデータにローリングＦＦＴを適用して決定された時系
列データのグラフである。
【図７Ｅ】フレア事象周囲の図７Ｄの周波数領域データを分析するために、ＰＣＡを用い
た結果のグラフである。
【図７Ｆ】別のフレア事象周囲の図７Ｄの周波数領域データを分析するために、ＰＣＡを
用いた結果のグラフである。
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【図７Ｇ】プロセスプラントにおいて、早期故障検出を提供するための例示的方法の流れ
図である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
分散型工業パフォーマンス監視及び分析用の技法、システム、装置、構成要素、及び方
法が本明細書に開示される。概して、該新規パフォーマンス監視及び分析技法は、１つ以
上の工業プロセスをリアルタイムで制御するように運転する、工業プロセスプラント、プ
ロセス制御環境、及び／またはプロセス制御システムについての知識の発見及びアクショ
ン可能な知識を提供する。典型的には、そのようなプロセスプラントまたは制御システム
によって実行される工業プロセスは、その中で制御されて、それによって物理的物質また

10

は生産物を製造、精製、変形、生成、または生産する。そのようなプロセスプラントまた
は制御システムの例としては、製油所、製紙工場、化学的製造、薬学的製造、食品加工、
及び配送等が挙げられる。
【００４４】
どのプロセス制御システム、プラント、または環境においても、最も重要な関心事はそ
の安全性、信頼性、及び経済性である。無制御のプロセス、故障、破損、及び／または防
止できる人的過誤は、爆発、火事、危険な化学物質の放出、環境への被害、設備の損失、
及び／または人命損失につながり得るため、どのプロセス制御システムまたはプラントに
とっても、運転の安全性は特に重要である。設備及びプロセス運転の信頼性は、プラント
の経済性及び収益性を維持及び／または向上するために重要である。更に、プラントの経
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済性及び収益性は、プラントの運転を調整してパフォーマンスを向上させることによって
改善できる。
【００４５】
プロセス制御システムで起こる故障は、その安全性、信頼性、及び／または経済性に影
響を及ぼし得る。故障は、複数の事象が組み合わさって、供給原料組成の未知の変化、設
備の劣化、設備の破損、及び異常（あるいは誤った）ユーザの運転アクション等、プロセ
ス制御システムが対応するようには設計されていない状況が形成されたときに概して発生
する。故障の他の例としては、計画外の設備の操業停止、化学物質の大気中への放出、圧
力安全バルブのリフティング、設備の温度暴走、及びパフォーマンス劣化が挙げられる。
無論、故障は全体的または大規模事象に限定されるものではなく、故障は、経済的影響、

30

安全性への影響、及び／または環境影響を有するか、それらにつながり得る、任意の異常
事象または事象の組み合わせであり得る。
【００４６】
典型的には、故障が検出されたとき（例えば、プロセス制御システムによって自動的に
検出されたとき）、オペレータインターフェイスにはアラームが発生する。次いで、オペ
レータは、その故障の根本原因の診断及び修正アクションを取ることを試みる。したがっ
て、故障を管理する際の重要な因子の一部としては、早期の故障の検出及び誤報の低減が
挙げられ、これには例えば、故障の適時及び確実な検出、故障の根本原因の診断、及び故
障の源である計器、コントローラ、プロセス、及び／または設備を通常運転に戻す修正ア
クションを実行することが含まれ得る。

40

【００４７】
公知のデータ監視及び分析ツールは、プロセスプラントを通常運転領域に保ち、故障の
発生に対する第１の防衛線を提供することを試みている。だが、そのようなツールは、典
型的には、プロセスプラント内の単一ループまたは非常に限定された範囲にしか注意を向
けていない。それらのツールには、何百何千のプロセス変数が非常に速い速度で観察され
る典型的な近代的プロセス制御プラントの全体を（あるいは、その大部分ですら）処理す
ることはできない。更に、公知のデータ監視及び分析ツールは、各ツールの直近の限定さ
れた範囲の外側の状況によって引き起こされた、劣化した設備のパフォーマンス、撤去さ
れたフィールド設備、または運転状態における大きな変化といった特別な事象を処理する
ことができない。
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【００４８】
一方で、本明細書に開示される新規の分散型工業プロセスパフォーマンス監視及び分析
技法、システム、装置、構成要素、及び方法は、プロセスプラント全体から単一ループ、
あるいは単一のデバイスに至るまで、任意のサイズの範囲の工業プロセス監視及び分析を
処理（例えば、監視及び／または分析）することができる。実際、一部の構成においては
、本明細書に開示される新規技法は、複数のプロセスプラント（例えば、データが入手可
能である場合、単一の企業によって、あるいは異なる企業によって保有及び運転されてい
る複数の製油所）に同時に対処することができる。概して、本明細書に開示される新規パ
フォーマンス監視及び分析技法は、早期検出を示す知識、及び／またはプロセスプラント
及び制御システム内で起こり得る潜在的な故障の事前の警告を発見及び提供し、それによ

10

って、その故障の発生を防止するための規定的アクションまたは修正アクションを取るの
に十分な時間が確保される。一部の状況においては、本明細書に開示される新規技法はま
た、潜在的な故障の発生を防止するため、及び／またはそれらの発生の影響を制限するた
めの、規定的でアクション可能な知識を発見及び提供する。更に、本明細書に開示される
新規技法は、プラントの効率性に対する潜在的な改善を示す知識を発見または提供し、な
らびにその効率性の改善を実現するためのアクション可能な知識を発見または提供する。
【００４９】
分散型工業プロセス監視及び分析を有する例示的プロセス制御システム
上で考察したように、本明細書に記載される新規の分散型工業プロセス監視及び分析技
法の少なくとも一部を含むかあるいは支持する、プロセスプラント、プロセス制御システ

20

ム、またはプロセス制御環境は、１つ以上の工業プロセスをリアルタイムで制御するよう
に運転する。したがって、本プロセスプラントまたは制御システムは、その中に、物理的
機能（バルブの開放または閉鎖、温度、圧力、ならびに／または他のプロセスパラメータ
及び／もしくは環境パラメータの測定等）を実行して、プロセスプラントまたはシステム
内で実行中のプロセスを制御する、１つ以上の有線もしくは無線プロセス制御デバイス、
構成要素、または要素を含み得る。本プロセスプラントまたはプロセス制御システムは、
例えば、１つ以上の有線通信ネットワーク及び／または１つ以上の無線通信ネットワーク
を含み得る。本プロセスプラントまたは制御システムは、連続データベース、バッチデー
タベース、及び他の種類のヒストリアンデータベース等の集中データベースを含み得る。
【００５０】

30

例証のため、図１は、本明細書に記載される分散型工業プロセス監視及び分析技法のい
ずれかまたは全てを含むかあるいは支持する、例示的プロセスプラントまたはプロセス制
御環境５の詳細なブロック図である。プロセス制御システム５は、プロセス制御プラント
または環境５に含まれるか、それと統合されるか、あるいはそれによって支持される、分
散型工業プロセス監視及び分析システムの複数の分散型データエンジンを含む。（分散型
工業プロセス監視及び分析システムについてのより完全な説明は、後の節において提供さ
れる。）工業プロセス監視及び分析システムの分散型データエンジンの各々は、プロセス
プラント５のある構成要素または部分と、直接的または間接的に接続される（例えば、物
理的に接続されるか、無線で接続される）。例えば、分散型データエンジンは、一元的な
エンティティを形成するようにプロセスプラント５の特定のデバイスまたはノードに埋め

40

込まれるかまたはその中に製造されてもよく、データエンジンは、プラント５の特定のデ
バイスまたはノードに接続または連結されてもよく、あるいはデータエンジンは、プラン
ト５の従来型の通信リンクに接続または連結されてもよい。図１においては、丸で囲んだ
「ＤＤＥ」が、それぞれの例示的分散型データエンジンを表す。
【００５１】
先に考察したように、分散型データエンジンは、自動的にプロセス制御データを生成及
び／または受信して、プロセスプラント環境５においてプロセスをリアルタイムで制御す
る機能を実行することを主な機能とする、プロセス制御デバイス内に埋め込まれてもよい
。例えば、それぞれのデータエンジンは、プロセスコントローラ、フィールドデバイス、
及びＩ／Ｏデバイス内に埋め込まれてもよく、あるいはその中に製造されてもよい。プロ
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セスプラント環境５においては、プロセスコントローラは、フィールドデバイスによって
生み出されたプロセス測定値を示す信号を受信し、この情報を処理して制御ルーチンを実
行し、制御信号を生成し、これらの制御信号が、従来型の有線または無線プロセス制御通
信リンクまたはネットワークを通じて他のフィールドデバイスに送信されて、プラント５
内のプロセスの運転を制御する。典型的には、少なくとも１つのフィールドデバイスが物
理的機能を実行して（例えば、バルブの開放または閉鎖、温度の増加または減少等）、プ
ロセスの運転を制御し、一部の種類のフィールドデバイスが、Ｉ／Ｏデバイスを用いるこ
とでコントローラと通信する。プロセスコントローラ、フィールドデバイス、及びＩ／Ｏ
デバイスは有線であっても無線であってもよく、任意の数及び組み合わせの、有線及び無
線のプロセスコントローラ、フィールドデバイス、及びＩ／Ｏデバイスがプロセスプラン

10

ト環境またはシステム５内に含まれてもよく、それぞれの分散型データエンジンを各々含
んでもよい。
【００５２】
例えば、図１は、プロセスコントローラ１１を例証し、このプロセスコントローラは、
入力／出力（Ｉ／Ｏ）カード２６及び２８を介して、有線フィールドデバイス１５〜２２
と通信可能に接続され、無線ゲートウェイ３５及びプロセス制御データハイウェイまたは
バックボーン１０（１つ以上の有線及び／または無線通信リンクを含んでもよく、例えば
Ｅｔｈｅｒｎｅｔプロトコル等の、任意の所望の、または好適な、または通信プロトコル
を用いて実装され得る）を介して、無線フィールドデバイス４０〜４６と通信可能に接続
される。ある実施形態において、コントローラ１１は、１つ以上の通信プロトコル、例え
ば、Ｗｉ−Ｆｉまたは他のＩＥＥＥ

20

８０２．１１に準拠する無線ローカルエリアネット

ワークプロトコル、移動体通信プロトコル（例えば、ＷｉＭＡＸ、ＬＴＥ、もしくは他の
ＩＴＵ−Ｒ対応プロトコル）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＨＡＲＴ（登録商標）
、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ（登録商標）、Ｐｒｏｆｉｂｕｓ、ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ（
登録商標）Ｆｉｅｌｄｂｕｓ等をサポートする、任意の数の他の有線または無線通信リン
クの使用等によって、バックボーン１０以外の１つ以上の通信ネットワークを用いて無線
ゲートウェイ３５と通信可能に接続される。本明細書で言及する場合、バックボーン１０
及びこれらの他の通信ネットワークは、「従来型の」プロセス制御通信ネットワークの例
である。
30

【００５３】
コントローラ１１は、例として、Ｅｍｅｒｓｏｎ

Ｐｒｏｃｅｓｓ

Ｍａｎａｇｅｍｅ

ｎｔによって販売されている、ＤｅｌｔａＶ（商標）コントローラであり得るが、フィー
ルドデバイス１５〜２２及び４０〜４６のうちの少なくとも一部を用いて、バッチプロセ
スまたは連続プロセスを実行するように運転してもよい。ある実施形態においては、プロ
セス制御データハイウェイ１０に対して通信可能に接続されるのに加えて、コントローラ
１１はまた、例えば標準的な４〜２０ｍＡデバイス、Ｉ／Ｏカード２６、２８、及び／ま
たはＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ（登録商標）Ｆｉｅｌｄｂｕｓプロトコル、ＨＡＲＴ（登録商
標）プロトコル、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ（登録商標）プロトコル等の任意のスマート
通信プロトコルと関連する、任意の所望のハードウェア及びソフトウェアを用いて、フィ
ールドデバイス１５〜２２及び４０〜４６のうちの少なくとも一部とも通信可能に接続さ

40

れる。図１においては、コントローラ１１、フィールドデバイス１５〜２２、及びＩ／Ｏ
カード２６、２８は有線デバイスであり、フィールドデバイス４０〜４６は無線フィール
ドデバイスである。無論、有線フィールドデバイス１５〜２２及び無線フィールドデバイ
ス４０〜４６は、将来的に開発される任意の規格またはプロトコルを含む、任意の有線ま
たは無線プロトコル等の、任意の他の所望の規格（複数可）またはプロトコルに準拠して
もよい。
【００５４】
図１のプロセスコントローラ１１は、１つ以上のプロセス制御ルーチン３８（例えば、
メモリ３２内に記憶されている）を実行または監督するプロセッサ３０を含む。プロセッ
サ３０は、フィールドデバイス１５〜２２及び４０〜４６、ならびにコントローラ１１と
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通信可能に接続されている他のノードと通信するように構成される。本明細書に記載され
る任意の制御ルーチンまたはモジュール（品質予測及び故障検出モジュールまたは機能ブ
ロック）は、そのように所望される場合は、その一部を異なるコントローラまたは他のデ
バイスによって実装または実行させてもよいことに留意されたい。同様に、プロセス制御
システム５内で実装される、本明細書に記載される制御ルーチンまたはモジュール３８は
、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア等を含む、任意の形態をとり得る。制御
ルーチンは、オブジェクト指向プログラミング、ラダーロジック、シーケンシャルファン
クションチャート、ファンクションブロックダイアグラムを用いるか、あるいは任意の他
のソフトウェアプログラミング言語またはデザイン方式を用いること等によって、任意の
所望のソフトウェアのフォーマットで実装できる。制御ルーチン３８は、ランダムアクセ

10

スメモリー（ＲＡＭ）または読み取り専用メモリー（ＲＯＭ）等の、任意の所望の種類の
メモリ３２に記憶され得る。同様に、制御ルーチン３８は、例えば１つ以上のＥＰＲＯＭ
、ＥＥＰＲＯＭ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、または任意の他のハードウェアも
しくはファームウェア要素にハードコードされてもよい。したがって、コントローラ１１
は、任意の所望の様式で制御ストラテジまたは制御ルーチンを実装するように構成するこ
とができる。
【００５５】
一部の実施形態において、コントローラ１１は、一般的に機能ブロックと呼ばれるもの
を用いて制御ストラテジを実行し、各機能ブロックは、全体的な制御ルーチンのオブジェ
クトまたは他の部分（例えば、サブルーチン）であり、（リンクと呼ばれる通信を介して

20

）他の機能ブロックと共に動作して、プロセス制御システム５内でプロセス制御ループを
実行する。制御ベースの機能ブロックは、典型的には、送信器、センサ、もしくは他のプ
ロセスパラメータ測定デバイスと関連するもの等の入力機能、ＰＩＤ、ファジー論理等の
制御を実行する制御ルーチンと関連するもの等の制御機能、またはバルブ等のあるデバイ
スの運転を制御して、プロセス制御システム５内で物理的機能を実行する出力機能のうち
の１つを実行する。無論、ハイブリッド及び他の種類の機能ブロックが存在する。機能ブ
ロックはコントローラ１１内に記憶され、それによって実行されてもよく、これは典型的
には、これらの機能ブロックが標準的な４〜２０ｍＡデバイス及びＨＡＲＴ（登録商標）
デバイス等のある種のスマートフィールドデバイス用に使用されるかあるいはそれと関連
するときに成り立ち、あるいは機能ブロックは、フィールドデバイスそのものの内部に記

30

憶され、それによって実装されてもよく、これはＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ（登録商標）Ｆｉ
ｅｌｄｂｕｓデバイスの場合に成り立ち得る。コントローラ１１は、１つ以上の制御ルー
プを実装し得、機能ブロックのうちの１つ以上を実行することで実行され得る、１つ以上
の制御ルーチン３８を含んでもよい。
【００５６】
有線フィールドデバイス１５〜２２は、センサ、バルブ、送信器、ポジショナ等の任意
の種類のデバイスであり得、一方でＩ／Ｏカード２６及び２８は、任意の所望の通信また
はコントローラプロトコルに準拠する、任意の種類のＩ／Ｏデバイスであり得る。図１に
おいては、フィールドデバイス１５〜１８は、アナログ回線またはアナログデジタル結合
回線を通じてＩ／Ｏカード２６と通信する、標準的な４〜２０ｍＡデバイスまたはＨＡＲ

40

Ｔ（登録商標）デバイスであり、一方で、フィールドデバイス１９〜２２は、ＦＯＵＮＤ
ＡＴＩＯＮ（登録商標）Ｆｉｅｌｄｂｕｓ通信プロトコルを用いて、デジタルバスを通じ
てＩ／Ｏカード２８と通信する、ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ（登録商標）Ｆｉｅｌｄｂｕｓフ
ィールドデバイス等のスマートデバイスである。しかし、一部の実施形態においては、有
線フィールドデバイス１５、１６、及び１８〜２１のうちの少なくとも一部、ならびに／
またはビッグデータＩ／Ｏカード２６、２８のうちの少なくとも一部は、プロセス制御デ
ータハイウェイ１０を用いて、かつ／あるいは他の好適な制御システムプロトコル（例え
ば、Ｐｒｏｆｉｂｕｓ、ＤｅｖｉｃｅＮｅｔ、Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ

Ｆｉｅｌｄｂｕｓ

、ＣｏｎｔｒｏｌＮｅｔ、Ｍｏｄｂｕｓ、ＨＡＲＴ等）を用いることで、コントローラ１
１（及び／または他のビッグデータノード）と追加的または代替的に通信する。
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【００５７】
図１に示されるように、コントローラ１１、Ｉ／Ｏカード２６及び２８、ならびに有線
フィールドデバイス１５〜１６、１８〜２１の各々は、丸で囲んだ「ＤＤＥ」で示される
、それぞれの埋込式分散型データエンジンを含み、これは、１つ以上のデータ分析通信チ
ャネル及び／またはネットワーク（図１には図示せず）を介して、他の分散型データエン
ジンと通信する。
【００５８】
図１においては、無線フィールドデバイス４０〜４６は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ（
登録商標）プロトコル等の無線プロトコルを用いて、従来型の無線プロセス制御通信ネッ
トワーク７０を介して通信する。そのような無線フィールドデバイス４０〜４６は、１つ

10

以上の他のデバイス、または（例えば、この無線プロトコルもしくは別の無線プロトコル
を用いて）無線で通信するようにも構成されている、プロセス制御データ分析通信ネット
ワーク１１２のノードと直接通信し得る。無線で通信するようには構成されていない１つ
以上の他のノードと通信するために、無線フィールドデバイス４０〜４６は、プロセス制
御データハイウェイ１０または別の従来型のプロセス制御通信ネットワークに接続される
無線ゲートウェイ３５を活用してもよい。
【００５９】
無線ゲートウェイ３５は、無線通信ネットワーク７０の様々な無線デバイス４０〜５８
へのアクセスを提供し得る。具体的には、無線ゲートウェイ３５は、無線デバイス４０〜
５８、有線デバイス１１〜２８、及び／またはプロセス制御プラント５の他のノードもし

20

くはデバイスの間における通信連結を提供する。例えば、無線ゲートウェイ３５は、プロ
セス制御データハイウェイ１０を用いることで、かつ／あるいはプロセスプラント５の、
１つ以上の他の従来型の通信ネットワークを用いることで、通信連結を提供することがで
きる。
【００６０】
有線フィールドデバイス１５〜２２と同様に、無線ネットワーク７０の無線フィールド
デバイス４０〜４６は、プロセスプラント５内で、物理的制御機能、例えば、バルブの開
放もしくは閉鎖、またはプロセスパラメータの測定値の取得を実行することができる。し
かしながら、無線フィールドデバイス４０〜４６は、ネットワーク７０の無線プロトコル
を用いて通信するように構成される。したがって、無線ネットワーク７０の、無線フィー

30

ルドデバイス４０〜４６、無線ゲートウェイ３５、及び他の無線ノード５２〜５８は、無
線通信パケットの生産者であり、かつ消費者である。
【００６１】
一部のシナリオにおいては、無線ネットワーク７０は非無線デバイスを含んでもよい。
例えば、図１のフィールドデバイス４８は、レガシである４〜２０ｍＡデバイスであって
もよく、フィールドデバイス５０は、従来型の有線ＨＡＲＴ（登録商標）デバイスであっ
てもよい。ネットワーク７０内で通信するために、フィールドデバイス４８及び５０は、
無線アダプタを介して無線通信ネットワーク７０と接続されるか、あるいはこの無線アダ
プタまたは５２ｂとヒストライズしてもよい。無線アダプタ５２ａ、５２ｂは、Ｆｏｕｎ
ｄａｔｉｏｎ（登録商標）Ｆｉｅｌｄｂｕｓ、ＰＲＯＦＩＢＵＳ、ＤｅｖｉｃｅＮｅｔ等

40

の他の通信プロトコルをサポートし得る。更に、無線ネットワーク７０は、１つ以上のネ
ットワークアクセスポイント５５ａ、５５ｂを含んでもよく、これらは、無線ゲートウェ
イ３５と有線で通信する別個の物理的デバイスであってもよいし、あるいは無線ゲートウ
ェイ３５と共に一体型デバイスとして提供されてもよい。無線ネットワーク７０はまた、
無線通信ネットワーク７０内のある１つの無線デバイスから別の無線デバイスにパケット
を転送するために、１つ以上のルータ５８を含んでもよい。無線デバイス４０〜４６及び
５２〜５８は、無線通信ネットワーク７０の無線リンク６０を通じて、かつ／あるいはプ
ロセス制御データハイウェイ１０を介して、互いと、かつ無線ゲートウェイ３５と通信し
得る。
【００６２】
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図１に示されるように、アダプタ５２ａ、アクセスポイント５５ａ、及びルータ５８の
各々は、丸で囲んだ「ＤＤＥ」で示される、それぞれの埋込式分散型データエンジンを含
み、これは、１つ以上のデータ分析通信チャネル及び／またはネットワーク（図１には図
示せず）を介して、他の分散型データエンジンと通信する。
【００６３】
一部の実施形態においては、プロセス制御システム５は、Ｗｉ−Ｆｉまたは他のＩＥＥ
Ｅ

８０２．１１に準拠する無線ローカルエリアネットワークプロトコル、ＷｉＭＡＸ（

Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ

Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ

Ａｃｃｅｓｓ）、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ

Ｔｅｒｍ

ＩＴＵ−Ｒ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
ｉｏｎ

Ｒａｄｉｏ

ｆｏｒ

Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ

Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）、もしくは他の

Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ

ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ

Ｕｎ

10

Ｓｅｃｔｏｒ）対応プロトコル等の

移動体通信プロトコル、近距離無線通信（ＮＦＣ）及びＢｌｕｅｔｏｏｔｈ等の短波長無
線通信、または他の無線通信プロトコルといった、他の無線プロトコルを用いて通信する
１つ以上の他の無線アクセスポイント７２を含む。典型的には、そのような無線アクセス
ポイント７２は、無線ネットワーク７０とは異なり、かつ無線ネットワーク７０とは異な
る無線プロトコルをサポートする、それぞれの従来型無線プロセス制御通信ネットワーク
を通じた、手持ち式または他の携帯用コンピューティングデバイス（例えば、ユーザイン
ターフェイスデバイス７３）による通信を可能にする。例えば、無線または携帯用ユーザ
インターフェイスデバイス７３は、プロセスプラント５内のオペレータによって活用され
る、移動式ワークステーションまたは診断試験設備であってもよい。一部のシナリオにお

20

いては、携帯用コンピューティングデバイスに加えて、１つ以上のプロセス制御デバイス
（例えば、コントローラ１１、フィールドデバイス１５〜２２、または無線デバイス３５
、４０〜５８）もまた、アクセスポイント７２によってサポートされる無線プロトコルを
用いて通信する。
【００６４】
一部の実施形態においては、プロセス制御システム５は、直近のプロセス制御システム
５の外側にあるシステムへの１つ以上のゲートウェイ７５、７８を含む。典型的には、そ
のようなシステムは、プロセス制御システム５によって生成された情報、またはプロセス
制御システム５の運転が基づく情報の需要者または供給元である。例えば、プロセス制御
プラント５は、直近のプロセスプラント５を別のプロセスプラントと通信可能に接続する

30

ために、ゲートウェイノード７５を含んでもよい。追加的または代替的に、プロセス制御
プラント５は、実験室システム（例えば、実験室情報管理システムまたはＬＩＭＳ）、オ
ペレータラウンドデータベース、マテリアルハンドリングシステム、保全管理システム、
製品在庫制御システム、生産スケジューリングシステム、気象データシステム、出荷及び
取扱システム、包装システム、インターネット、別のプロバイダのプロセス制御システム
、または他の外部システム等の、外部のパブリックシステムまたはプライベートシステム
と直近のプロセスプラント５を通信可能に接続するように、ゲートウェイノード７８を含
んでもよい。
【００６５】
図１に示されるように、アクセスポイント７２、ユーザインターフェイスデバイス７３

40

、及びゲートウェイ７５は、丸で囲んだ「ＤＤＥ」で示される、それぞれの埋込式分散型
データエンジンを各々含み、これは、１つ以上のデータ分析通信チャネル及び／またはネ
ットワーク（図１には図示せず）を介して、他の分散型データエンジンと通信する。
【００６６】
図１は有限数のフィールドデバイス１５〜２２及び４０〜４６、無線ゲートウェイ３５
、無線アダプタ５２、アクセスポイント５５、ルータ５８、ならびにプロセスプラント５
内に含まれるプロセス制御通信ネットワーク７０と共に単一のコントローラ１１を例証す
るのみであるが、これは例証的かつ非限定的実施形態であるに過ぎないことが留意される
。任意の数のコントローラ１１がプロセス制御プラントまたはシステム５内に含まれても
よく、コントローラ１１のうちのいずれが、任意の数の有線または無線デバイス及びネッ
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トワーク１５〜２２、４０〜４６、３５、５２、５５、５８、及び７０と通信して、プラ
ント５内でのプロセスを制御してもよい。
【００６７】
例示的な分散型工業プロセスパフォーマンス監視／分析システムのアーキテクチャ
図２Ａは、分散型工業プロセスパフォーマンス監視／分析用の例示的システム１００の
ブロック図を含み、このシステムは本明細書においては交換可能にＤａｔａ
ｔｉｃｓ

Ａｎａｌｙ

Ｓｙｓｔｅｍ（ＤＡＳ）とも呼ばれる。ＤＡＳ１００は、例えば図１のプロセ

スプラント５と共に運転してもよく、例証の簡便性のために本明細書ではそのように考察
する。しかしながら、ＤＡＳ１００の少なくとも一部分は、プロセスプラント５以外の他
のプロセスプラント及び／またはプロセス制御システムと共に運転してもよいことが理解

10

される。
【００６８】
概して、ＤＡＳ１００はローカライズしたパフォーマンス監視及び／または分析をサポ
ートするが、一方で同時に、プロセスプラント環境に関する、大規模（例えば、システム
全体及び／またはプロセスプラント５の複数のデバイスもしくはノードにわたって）パフ
ォーマンス監視、データマイニング、及びデータ分析をサポートする。このため、システ
ム１００は複数の分散型データエンジン（ＤＤＥ）を含み、その例は、図２Ａにおいては
参照番号１０２ａ〜１０２ｅで示され、図２Ｂにおいては参照番号１０２ｆ〜１０２ｈで
示される。本明細書で使用する場合、参照番号「１０２ｘ」は、ＤＤＥ１０２ａ〜１０２
ｈのうちのいずれか１つ以上を指す。図２Ａに例証される分散型データエンジンのうちの

20

少なくとも一部は、図１に例証される分散型データエンジンに対応する。例えば、図２Ａ
のデータエンジン１０２ａは、図１の無線ゲートウェイ３５内に含まれるデータエンジン
であり、図２Ａのデータエンジン１０２ｂは、図１のコントローラ１１に埋め込まれたデ
ータエンジンである。加えて、システム１００は、図１には示されていない他の分散型デ
ータエンジン１０２を含む。例えば、分散型データエンジン１０２ｃはデータハイウェイ
１０に接続されており、分散型データエンジン１０２ｄはプロセスプラント５の集中ビッ
グデータアプライアンス１０８に埋め込まれており、分散型データエンジン１０２ｅはビ
ッグデータクラウドノード１１０に埋め込まれており、ここでビッグデータクラウドノー
ド１１０は、プロセス制御プラント５のデータ分析の必要性を処理することができる（ま
た一部の構成においては、他のプロセス制御プラントを処理することもできる）。無論、

30

システム１００は５つのデータエンジン１０２ａ〜１０２ｅ、または８つのデータエンジ
ン１０２ａ〜１０２ｈに限定されず、任意の数の分散型データエンジンを含むことができ
、これらのデータエンジンのうちの少なくとも一部は、それらのそれぞれのデータソース
内に埋め込まれるかまたはその中に製造され（例えば、プロセスプラント５のそれぞれの
プロセス制御デバイスに）、かつ／あるいはこれらのデータエンジンのうちの少なくとも
一部は、プロセスプラント５のある他のデータソース（例えば、構成要素、部分等）に別
様に接続される。
【００６９】
一部の構成においては、一部の分散型データエンジン１０２ｘは従来型のプロセス制御
通信ネットワークを用いることで他のデータエンジンと少なくとも一部の情報を通信し得

40

るが、上述の通り、典型的には、分散型データエンジンは、従来型のプロセス制御プラン
ト通信ネットワーク（例えば、図１のバックボーン１０、無線ネットワーク７０、Ｉ／Ｏ
カード２８とデバイス１９〜２２との間の有線接続等）のうちのいずれを使用しても他の
分散型データエンジンと通信することはない。しかし、概して、データエンジン１０２ｘ
は、従来型のプロセス制御ネットワークとは異なる、別個の１つ以上のデータ分析通信ネ
ットワーク１１２を用いることで、他のデータエンジン１０２ｘと通信する。分析データ
は、例えば、分析ストリーミングサービス、ストリーミング及び／またはキューイングプ
ロトコルの使用、かつ／あるいは、カスタムストリーミングソース、Ｆｌｕｍｅ，ＨＤＦ
Ｓ、ＺｅｒｏＭＱ、Ｋａｆｋａ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ

Ｍｅｓｓａｇｅ

Ｂｕｓ、ＭＱＴ

Ｔ、ＡＭＱＰ、ＲａｂｂｉｔＭＱ等のストリーミングをサポートするメッセージングブロ
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ーカーまたはシステム１１５の使用、前述の「ＳＴＲＥＡＭＩＮＧ
ＡＮＡＬＹＴＩＣＳ

ＩＮ

ＰＲＯＣＥＳＳ

ＣＯＮＴＲＯＬ

ＤＡＴＡ

ＦＯＲ

ＳＹＳＴＥＭＳ」と題さ

れる米国出願第１４／５０６，８６３号に記載されるもの等の、カスタム特化履歴オブジ
ェクト通信プロトコル（ｃｕｓｔｏｍ
ｊｅｃｔ

ｓｐｅｃｉａｌｉｚｅｄ

ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ

ｈｉｓｔｏｒｙ

ｏｂ

ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の使用、または別の好適

な通信プロトコルの使用によって、分散型データエンジン間またはネットワーク１１２の
ノード間でストリーミングされる。図２Ａにおいて、ネットワーク１１２は、明瞭性のた
めに完全には描写されていないが、データ分析通信ネットワーク１１２のいくつかの分岐
が図２Ａには表されている。したがって、ある実施形態においては、データ分析通信ネッ
トワーク１１２の少なくとも一部分は、ある意味において、プラント５内の従来型のプロ

10

セス制御通信ネットワークの上のオーバーレイネットワークであり得る。例えば、ＤＤＥ
１０２ｘを備える物理的設備、及びデータ分析ネットワーク１１２の少なくとも一部は、
プロセスプラント５の構内に配置されてもよく、一部の場合においては、プロセスプラン
ト５の設備の中に配置されてもよい。
【００７０】
別の実施形態においては、データ分析通信ネットワーク１１２の少なくとも一部分は、
図２Ｂに示されるように、従来型のプロセス制御通信ネットワークと並んで、あるいはほ
ぼそれと並列して実装され得る。図２Ｂにおいては、プロセスプラント５は、例えばプラ
ント５内の１つ以上のプロセスの制御を補助するために、従来型のプロセス制御通信ネッ
トワークと通信可能に接続される、様々なプロセス制御デバイスまたは構成要素を含む。

20

そのようなプロセス制御デバイス／構成要素のうちの３つは、それらの中に埋め込まれて
おり、それらと関連付けられているそれぞれのＤＤＥ１０２ｆ、１０２ｇ、及び１０２ｈ
を各々有し、ＤＤＥ１０２ｆ〜１０２ｈの各々は、データ分析ネットワーク１１２と通信
可能に接続されている。しかしながら、データ分析ネットワーク１１２をサポート及び／
または構成する設備の大多数は、プロセスプラント５の設備内には配置されておらず、代
わりにエンタープライズデータセンタに離れて配置され得る。
【００７１】
別の実施形態においては、データ分析通信ネットワーク１１２の少なくとも一部分は、
プロセスプラント５内の論理ネットワークとして実装されてもよい。この実施形態におい
ては、例えば、プロセス制御データ及び分析データの両方が、論理的には独立したリンク

30

、例えば１つの従来型のプロセス通信リンク及び１つのデータ分析通信リンクの外観を有
する、同じ物理的通信リンクを通じて伝送されてもよい。
【００７２】
しかし、データ分析ネットワーク１１２の実装形態に関係なく、データ分析ネットワー
ク１１２は、プロセス制御システム５内のデバイスまたはノードにおいて従来型のプロセ
ス制御通信ネットワークと交差し、これらのデバイスまたはノードには、分散型データエ
ンジン（例えば、データエンジン１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｆ、１０２ｇ、１０２ｈ）
が埋め込まれており、プロセス制御システム５内の他のデバイスまたはノードと、従来型
のプロセス制御通信ネットワークを介して、かつ／あるいは従来型のプロセス制御通信ネ
ットワークに送信されるデータへのウィンドウを持つことを目的としてそれと接続される

40

分散型データエンジン（例えば、データエンジン１０２ｃ）によって情報を通信する。
【００７３】
データ分析ネットワーク１１２は、任意の所望の通信技術及び／または通信プロトコル
を活用してもよい。データ分析ネットワーク１１２の少なくとも一部分は有線技術を活用
してもよく、データ分析ネットワーク１１２の少なくとも一部分は無線技術を活用しても
よい。しかし、概して、データ分析ネットワーク１１２は、Ｅｔｈｅｒｎｅｔよりも、Ｉ
Ｐまたは他の非同期データパケットプロトコル等のデータパケット伝送プロトコル及び／
または技術をサポートし得る。
【００７４】
より高次または上位層においては、データ分析ネットワーク１１２は、ストリーミング

50

(26)

JP 2017‑76386 A 2017.4.20

が可能なプロトコル、リアルタイムデータフィードを扱うメッセージブローカー、及び／
またはＡｐａｃｈｅ

Ｋａｆｋａ等の、リアルタイムデータフィード１１５を扱うメッセ

ージングシステムを活用してもよい。図２Ａに示されるように、データ分析ネットワーク
１１２によって提供されるストリーミング能力１１５は、分散型パフォーマンス監視／分
析システム、すなわちＤＡＳ１００が、データソースにローカルでバインドすること、及
びデータソース付近で様々な分析サービスを提供することを可能にする（例えば、分散型
データエンジン１０２ｘが埋め込まれている、図１の１１、１８、２６、２８、７２、３
５、５２ａ、５５ａ、７２等の、プロセスプラント５のデバイスまたはノード付近、また
はそこにおいて）。同時に、システム１００のストリーミング能力１１５はまた、より広
いかあるいはより高次のデータ分析をサポートするために必要な特定のソース生成データ

10

しか、受信側のデータエンジンに通信される必要がないため、システム１００によるより
大規模な予測及び最適化も可能にする。例えば、データエンジン１０２ｄが、プロセスプ
ラント５のコントローラの各々によって生成され、かつ特定の構成変化が各コントローラ
においてインスタンス化された後１時間以内に取り込まれたデータのみに対して特定のデ
ータ分析を実行する場合、コントローラ１１に埋め込まれたデータエンジン１０２ｂは、
必要とされるデータのみ、エンジン１０２ｄに対してストリーミングする（例えば、特定
の構成変化がインスタンス化された後１時間の間にコントローラ１１によって生成された
出力データしかデータエンジン１０２ｄにストリーミングせず、コントローラ１１によっ
て生成された他の出力データはストリーミングしない）。
【００７５】

20

図２Ａに示されるように、分散型パフォーマンス監視／分析システムすなわちＤＡＳ１
００の一部は、プロセス制御環境またはプラント５内にローカルで配置される。例えば、
分散型データエンジン１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、及び１０２ｄは、プロセスプラン
ト５の構内に配置される。また、図２Ａに示されるように、システム１００の他の部分は
、離れて配置される。例えば、データエンジン１０２ｅは、クラウド１１０に配置される
。他のデータエンジン１０２ｘは、複数のプロセスプラントまたはプロセス制御システム
を処理するサーババンク等、１つ以上の離れた場所（図示せず）に配置されてもよい。無
論、一部の構成においては、システム１００は、ローカルで配置されたデータエンジンを
省いてもよく、離れて配置されたデータエンジンを省いてもよい。すなわち、システム１
００は、完全にサブジェクトプロセス制御環境５の構内に（例えば、ローカルで）、完全

30

にサブジェクトプロセス制御環境５の構外に（例えば、離れて）、あるいは構内及び構外
の分散型データエンジンの組み合わせを用いて（例えば、ローカルで、かつ離れて）、パ
フォーマンス監視及び分析を（例えば、１つ以上の分散型データエンジンを介して）提供
してもよい。
【００７６】
工業制御システム用のパフォーマンス監視及び分析の例示的種類
概して、工業制御システムのパフォーマンス監視及び分析は、サブジェクト制御システ
ムによって、（例えば、システムが動作して１つまたはプロセスを制御している間に、リ
アルタイムで）生成されたデータを集めることと、１つ以上の分析機能もしくはオペレー
ションを、集めたデータの少なくとも一部に実施して、制御システムがどの程度良好に機

40

能しているかについての知識を決定すること、または一部の場合においては、システムの
パフォーマンスを向上するために取り得るアクションを決定することを含む。工業プロセ
ス制御システムのデータ分析は、３つの一般的なカテゴリ、すなわち記述的分析、予測的
分析、及び規定的分析において考慮され得る。これらのカテゴリの分析についての一般的
な考察が後に続く。
【００７７】
記述的分析は、プロセス制御システムまたはプラント内で何が起こったか、いつそれが
起こったか、どのくらいの頻度でそれが起こったか、及び、起こったことからどのような
問題（複数可）がもたらされたかをユーザが発見することを可能にする。典型的には、記
述的分析は、プロセスシステムまたはプラントを監視することで（例えば、帰納的に）収
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集されたデータに対して実施され、基本的計算、スケーリング、及び標準的統計等の技法
を活用し得る。
【００７８】
規定的分析は、プロセス制御システムまたはプラント内のオペレーションをユーザが最
適化することを可能にする。例えば、規定的分析は、何が最善の答えか？不確実性を前提
とすると、何が最善の結果か？何が有意に異なり、何がより良好な選択肢か？といった質
問にユーザが回答することを可能にする。予測的分析は、工業プロセス制御プラント及び
システムのプロセスオペレーションの重要な品質変数または重要なインジケータを特定、
監視、及び制御することができる。加えて、予測的分析は、将来的な入力のセットまたは
因果条件を与えられた場合、プロセスオペレーションの重要な品質変数または重要なイン

10

ジケータに対して何が起こるかを特定することができる。次いで、予測値は、規定的分析
によって活用されて、規定的アクションを生成し得る。典型的には、規定的分析は、制約
に基づく最適化、及び多目的最適化等の技法を活用するが、公知のデータ監視及び分析ツ
ールは初歩的であり、その範囲において著しく限定されている。
【００７９】
例えば、公知のデータ監視及び分析ツールによって、ユーザまたはオペレータは、プラ
ントの設備またはユニットの単一の部分のパフォーマンスを、その設備またはユニットの
単一の部分を監視することで（例えば、帰納的に）収集されたデータに基づいて動作する
、制約に基づく最適化のツールを使用することで、最適化し得る。しかしながら、プロセ
ス制御システムまたはプラントは設備及びプロセスユニットの多数の部分を含むため、全

20

体的なプロセスは、複数のユニット間のプロセス相互作用に起因して、未だなお最適から
は遠い可能性がある。プロセス制御システムの一部分にまたがる、相互作用しているユニ
ットまたは協調的最適化のための多目的最適化技法は、公知のデータ監視及び分析ツール
において利用可能であるが（例えば、第一原理に基づくモデリング）、プロセスの増加す
る複雑さに起因して、そのような協調的最適化技法は困難であり、多くの場合、（実行可
能であったにせよ）有用であるには実行に時間がかかり過ぎる。例えば、公知の多目的最
適化ツールは、設備またはユニットの複数の部分を監視することで（例えば、帰納的に）
収集されたデータに基づいて動作して、最適な動作点を特定し、現在の動作点を最適な動
作点まで移動させる軌跡を決定する。しかしながら、データ収集及びそれに基づく計算の
各サイクルは非常に時間がかかる場合があり、それにより、規定的アクションが特定され
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る頃までには、プロセスはそのオペレーションにおいて遥かに移動しており、結果として
、特定された規定的アクションは最早最適ではないか、あるいは無効、逆効果、かつ／ま
たは危険ですらあり得る。更に、ユーザが、多目的最適化ツールに入力される変数の量を
制限することによって、計算のサイズ及び範囲（したがって、計算に必要とされる時間）
の縮小または限定を試みる場合、ユーザは、どの変数を入力として選択するかについて人
間による判断を下すことになるが、これは範囲を限定するのみならず、不正確である可能
性もあり、したがって、誤った、または不正確な結果をもたらし得る。
【００８０】
更に、公知のデータ監視及び分析ツールは、多くの場合、重要な品質変数のアイデンテ
ィティ及び値をオンデマンドで提供することができず（例えば、利用可能な測定技法の制

40

限に起因して）、タイムリーで適切な結果を提供することができない。例えば、プロセス
制御システムの予測的分析のために現在使用されている技法は、オフライン技法（例えば
、実験室の）またはオンライン技法（例えば、アナライザによる）のいずれかを含むが、
これらの両方が、それらそれぞれの欠点を有する。実験室内試験が招く有意な遅延は、い
かなる出力も、現在のプロセス状態にとって最適以下、または無効にすらしてしまうため
（例えば、被測定信号を、フィードバック信号として使用することはできない）、重要な
品質変数のオフラインでの決定は望ましくない。公知のオンラインアナライザには問題点
が多く、効果であり、頻繁かつ高コストの整備を必要とするため、重要な品質変数を決定
するためのオンラインアナライザの使用もまた望ましいとは言えない。このような制限が
、生成物の品質、廃棄物の生成、及びオペレーションの安全性に深刻な影響を及ぼし得る
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。
【００８１】
更に、大規模の監視状況においては、従来型の集中型パフォーマンス監視スキームは、
深刻な制限を有する。好適なパフォーマンス監視システムは、耐故障性能力、動作信頼性
、及び経済性を有するべきであるが、集中型パフォーマンス監視スキームが大規模監視状
況に適用される場合、これらの全てが損なわれてしまう。具体的には、集中型監視装置は
、プロセスの全てのユニットの故障を同時に監督する。集中型監視装置は全ての測定変数
をその計算に使用するものであり、１つの変数が利用できないか、あるいは１つの通信チ
ャネルが遮断された場合、全体の監視システムが機能を停止する可能性があるため、ある
ユニットに故障が見つかると、集中型監視装置は同じ期間中に起こる他のユニットからの

10

更なる故障を検出するその能力について制限されてしまう。加えて、集中型監視装置のリ
アルタイム能力は、変数の最も低いサンプリングレートによって制限され、これが監視シ
ステムの効率性を低減する。更に、プラントにおける異なる変数は、（同じユニット内で
すら）非常に異なる動態のスケールを有し、単一の監視スキームは、通常、全体のプロセ
スまたはユニットの全ての変数に対しては適用されず、特に、変数が互いに影響を及ぼし
合うような状況、例えば、相互作用するプロセスユニットにまたがる状況においては最適
以下である。なおも更に、プロセス制御システム内に地理的分布が存在する場合（例えば
、油送管等の、様々なプロセスユニット間が長距離である場合）、各ユニットは典型的に
は別個のパフォーマンス監視装置を備え付けられ、それによってローカルの（しかし全体
的ではない）パフォーマンス監視、ならびに送信遅延、データ損失、及びバッテリーの制

20

限という問題がもたらされる。
【００８２】
現在使用されている初歩的であり、単変量であり、かつ／あるいは集中型の予測的監視
及び分析技法とは異なり、また記述的分析及び規定的分析の帰納的性質とは異なり、本明
細書に記載される、工業制御システム及びプラント用の新規の分散型パフォーマンス監視
及び分析システム、方法、装置、構成要素、及び技法は、ユーザが、任意の時間点におい
てプロセス制御システムまたはプラント内で現在起こっている物事を監視することと、現
在のデータに基づいて、次または後に起こる可能性が高い物事をリアルタイムで予測する
こととを可能にする。本明細書に開示される新規技法は、「今何が起こっているか？」、
「次に何が起こるか？」、「この傾向が続くとどうなるか？」等の疑問に、プロセスデー

30

タの特性に関するユーザまたは人間の先入観をほぼまたは全く伴わずに、ユーザが回答す
ることを可能にする。
【００８３】
本明細書に記載される、工業制御システム用の分散型パフォーマンス監視及び分析につ
いての本新規技法は、概して、プラットフォーム（例えば、図２Ａに示されるシステムア
ーキテクチャ１００）と、このプラットフォームに加えて、あるいはこのプラットフォー
ムと併せて動作するアプリケーションとを含む。このプラットフォームは、プロセス制御
システムまたはプラントが１つ以上のプロセスを制御するように動作する前、動作してい
る間、及び動作した後に、設備及びプロセスの知識で拡張されるデータ駆動型の方法を活
用して、例えば、プロセス制御システムまたはプラント（例えば、プロセス制御システム

40

５）の評価、監視、及びデータマイニングをサポートする。一部の実装形態においては、
このプラットフォームは、複数の制御システムまたはプラントをサポートし得る。
【００８４】
このプラットフォームに依存して、あるいはこれと併せて動作するパフォーマンス監視
／分析アプリケーションは、例えば、推測される測定値、設備監視、故障検出、プロセス
予測、因果関係、他の監視アプリケーション、及び／または他の分析アプリケーションを
含み得る。これらのアプリケーションによって活用され得る技法としては、データマイニ
ング、最適化、予測的モデリング、機械学習、シミュレーション、分散型状態推定等が挙
げられる。したがって、監視／分析アプリケーションは、器具類、設備、制御、ユーザイ
ンタラクション、及びプロセス等の領域におけるものを含む、プロセス制御システム５の
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任意の数の任意の部分のパフォーマンス劣化及び故障を監視、予測、及び診断するために
使用することができる。
【００８５】
したがって、本明細書に記載される分散型工業パフォーマンス監視及び分析技法は、容
易に利用可能なプロセス測定値から、重要なプロセス変数の連続的なオンライン評価を提
供する、推論メカニズムを含み得る。データモデルを長期間にわたって維持するために、
本システムは更に、データモデルを監視、調整、及び強化するための能力をサポートし得
る。使用され得る方法としては、最も単純な場合においては、モデルを離調させることが
挙げられる（例えば、通常の動作範囲を、予測±３ｓに増加させる）。より複雑な例とし
10

ては、モデル切り替え及びモデル適応が挙げられる。
【００８６】
実際、研究及びプロトタイプ試験プログラムの一部として、本発明者らは、本明細書に
記載される技法を用いて、プロトタイプの工業プロセスパフォーマンスデータ監視及びデ
ータ分析のフレームワークを確立して、非直線性、非ガウス分布、データサンプルの不規
則性、プロセス制約、及び／または他の因子の存在の下、ソフトセンサ開発の問題に対処
した。これらのプロトタイプ及び研究において、特殊化学品、バッチ、及び炭化水素プロ
セスについて、いくつかのソフトセンサによって生成されたデータの監視及び分析を行い
、結果として得られた知識を、獲得されたプロセスを向上するために活用した。我々の工
業上の提携先により、有意な経済的及び環境上の利点が報告された。我々の研究及びプロ

20

トタイプの例は、後の節において記載される。
【００８７】
ここで図２Ａに戻ると、本分散型工業パフォーマンス監視及び分析システム、すなわち
ＤＡＳ１００は、ローカライズしたパフォーマンス監視をサポートするために必要とされ
るツール、構成、及びインターフェイスを提供するが、一方で同時に、プロセスプラント
環境、例えば図１のプロセスプラント５に関する、大規模データマイニング及びデータ分
析をサポートする。例えば、システム１００は、データ分析モデルを構成及び開発するた
めのユーザインターフェイスアプリケーション（例えば、Ｄａｔａ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｔｕｄｉｏ）と、モデルを実行するためのランタイムエンジン（これは、プロセス制
御システムによって生成されるリアルタイムデータに基づいて、全体的または部分的に動
作し得る）と、分析結果を表示するための、同じまたは別のユーザインターフェイスアプ
リケーション（例えば、Ｒｕｎ−ｔｉｍｅ
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Ｄａｓｈｂｏａｒｄ）とを含み得る。システ

ム１００は、先述したようなリアルタイム値（例えば、リアルタイム連続値）、事象収集
、バッチデータ収集、オペレータラウンドデータ、ＬＩＭＳデータ、サプライチェーンデ
ータ及び／または気象データ等の外部データ、ならびに構造化データ及び非構造化データ
の両方を含む、プロセス制御システムと関連付けられる任意の他の種類のデータといった
、複数の種類のデータソースに基づいて動作し、あるいはそれをサポートし得る。システ
ム１００は、記述的統計、ヒストグラムプロット、相関プロット等の、「常識にとらわれ
ない」標準的分析のセットを提供し得る。加えて、システム１００は、ユーザが所望の分
析を作成するため、かつソースデータと、複数の異なるデータ分析を適用することにより
生成されるｎ次データとの両方を閲覧するための構造化環境を提供して、プロセス制御シ

40

ステムの様々なデータセット内の潜在的な関係性を特定し、かつ／あるいは製品の能力、
品質、及び他の特性を予測し得る。概して、システム１００は、プロセス制御システムに
ついての知識の発見、ならびにアクション可能な知識（例えば、プロセス制御システムの
パフォーマンスを向上または最適化するため、故障を修正及び／または予測するため、信
頼性を向上するため、安全性を向上するため、経済性を向上するため等）を提供すること
ができ、これはデータモデルとして表され得る。
【００８８】
図２Ａに示されるように、システム１００は高度に分散することができ、例えば、多数
の分散型データエンジン１０２ｘを含み得る。埋込式データエンジン１０２ｘのネットワ
ーク１１２は、多数（例えば、数百、数千、または数百万）のセンサと、プロセス制御シ
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ステムの情報のソースとを相互接続し得る。先述したように、データエンジン１０２ｘは
、プロセス制御システムのデバイス及びノード（例えば、製造設備、プロセス制御デバイ
ス、通信ノード、マテリアルハンドリングシステム、実験室システム、プラントのユーザ
、及びプロセス自体）付近で、そこにおいて、またはそこの内部でクラスタ化される。し
たがって、分散型工業パフォーマンス監視及び分析システム１００の埋込式の性質は、物
理的なプロセス制御プラントに対して密接に連結される。しかしながら、プロセス制御シ
ステムデバイス及びノードの製造の基本構造への、データエンジン１０２ｘの埋め込み及
び統合は、データエンジン１０２ｘをエンドユーザに対してほぼ不可視にし得る。典型的
には、データエンジン１０２ｘは小型であり、ネットワーク１１２に無線で接続され、帯
域幅が限定されており、限定されたエネルギー及び十分な熱放散の必要性等の物理的制約

10

の下で動作するが、これは、データエンジン１０２ｘが、温度センサまたは他の種類のセ
ンサ等のプロセス制御デバイス内に埋め込まれ得るためである。
【００８９】
先述したように、分散型データエンジン１０２ｘは、ストリーミングプロトコル及び／
またはキューイングプロトコルを用いることで、ネットワーク１１２を通じて他のデータ
エンジン１０２ｘと相互接続する。各分散型データエンジン１０２ｘは、１つ以上のデー
タ監視及び／またはデータ分析アプリケーションをサポートし得る。アプリケーションの
莫大な数の接続されたクラスタは、リソースの勘定、故障の検出及び修正、システム管理
等について、（決定的であるのではなく）統計的に正確なアルゴリズムの使用を必要とし
、各クラスタが、ローカライズされたニーズに対して目的の機能性を提供し得る。

20

【００９０】
したがって、分散型工業パフォーマンス監視及び分析システム１００は、プロセス制御
プラントの安全性、効率性、及び生産性を向上させ得る。例えば、システム１００はプロ
セスパラメータを精密に制御することができ、したがってプロセス製造の総コストを低減
し得る。加えて、プロセス制御環境５へのシステム１００の統合は、無数にある利点のう
ちのいくつかを挙げるだけでも、精密なプロセス制御及びリアルタイムの品質保証による
、より良好な製品品質及びより少ない廃棄物；プログラム可能なサブシステムの結果とし
て、より柔軟性の高い、迅速に構成される生産ライン；より有効であり、予防的であり、
より低いコストの整備につながる、システム正常性の監視；より良好な監視及び制御に起
因する、より安全な作業環境；ならびに、スマートＲＦＩＤタグの使用等を通じた、より

30

良好な部品組み立て技法を結果としてもたらし得る。
【００９１】
また、分散型工業パフォーマンス監視及び分析システム１００は、ユーザとプロセス制
御システム５との間の人間−機械の相互作用を、プロセスプラント５内にリアルタイムの
人間プラス機械の制御ループを生成する点にまで改善し得る。例えば、改善された人間−
機械の相互作用は、オペレータ／整備／信頼性の誤りが存在しないことを確実にすること
によって、ならびに事故を低減することによって、品質及び生産性を向上させ得る。更に
、プロセス制御プラント５のサービスの利用可能性、信頼性、及び連続的品質は、システ
ム１００による、進歩した制御、冗長性、知的アラーム、自己診断、及び修復を通じて達
成され得る。

40

【００９２】
例示的工業パフォーマンスデータ監視／データ分析エンジン
ここで、分散型の、工業パフォーマンス分散型データ監視及び／または分析エンジン１
０２ｘに注目すると、概して、分散型データエンジン１０２ｘは、１つ以上のデータソー
スによって、例えばデータエンジン１０２ｘが埋め込まれているデバイスもしくは構成要
素によって、またはデータエンジン１０２ｘが連結もしくは接続されている構成要素（複
数可）によって、生成または別様に観察される、全てまたは大部分のプロセス制御に関す
るデータ（例えば、ビッグデータ）を収集、観察、回収、受信、処理、記憶、キャッシュ
、及び／または分析する、データ分析通信ネットワーク１１２のノードであり得る。一部
の状況においては、分散型エンジン１０２ｘは、追加的なデータ（例えば、それが実施す
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る分析の結果）を生成し得、かつ／またはデータ分析ネットワーク１１２の他のノードに
選択されたデータを送信もしくは転送し得る。本明細書で交換可能に使用する場合、用語
「プロセス制御ビッグデータ」、「プロセスビッグデータ」、及び「ビッグデータ」は概
して、プロセス制御システムまたはプラント（例えば、プロセス制御システムまたはプラ
ント５）内に含まれ、それと関連付けられるデバイス及び／または構成要素（例えば、プ
ロセス制御デバイス／構成要素と、分析デバイス／構成要素との両方）によって生成、受
信、及び／または観察される全て（またはほぼ全て）のデータを指し、特に、全て（また
はほぼ全て）のデータは、プロセス制御システムまたはプラントがリアルタイムで１つ以
上のプロセスを制御するように実行している間に生成、受信、及び／またはされるもので
ある。ある実施形態においては、プロセスプラント５内に含まれ、それと関連付けられる

10

全てのデバイスによって生成され、それによって作成され、そこで受信され、またはそれ
によって別様に観察される全てのデータ（全てのプロセスデータ及び全ての分析データを
含む）は、データ分析通信ネットワーク１１２内にビッグデータとして収集及び記憶され
る。プロセスプラント及びプロセス制御環境においては、時間の範囲及び特定のデータ点
の存在または脱落は重大であり得るため、このビッグデータの収集及び分析は、安全性、
信頼性、及び経済性の向上にとって重要である。例えば、ある特定の時間間隔内に、特定
のデータ値が、プロセスプラントの受信側の構成要素に送達されない場合、プロセスは無
制御になり得、これは火事、爆発、設備の損失、及び／または人命損失につながり得る。
更に、プロセスプラント内で動作し、かつ／あるいはプロセスプラントの外部で動作する
、異なる構成要素、エンティティ、及び／またはプロセス間の、複数及び／または複雑な

20

時間基準の関係性が、動作効率、製品品質、及び／またはプラントの安全性に影響を及ぼ
し得る。
【００９３】
分散型データエンジン１０２ｘによって生成、収集、観察、回収、受信、記憶、キャッ
シュ、処理、分析、及び／または転送されるプロセス制御ビッグデータは、プラント５内
のプロセスにおいて直接活用されているデータ、またはそのプロセスを制御することから
生成されているデータを含み得、例えば、コントローラ、入力／出力（Ｉ／Ｏ）デバイス
、及びフィールドデバイス等のプロセス制御デバイスによって生成または使用される、一
次のリアルタイム及び構成データを含み得る。追加的または代替的に、データエンジン１
０２ｘは、そのような一次のプロセス制御データ、ならびにプロセスプラント５内の他の

30

データ、例えば、データ分析通信ネットワーク１１２及び／またはプラント５内の他の通
信ネットワークのネットワーク制御に関するデータ、帯域幅を示すデータ、ネットワーク
アクセス試行、診断データ等を送達及び発送することに関するデータを、生成、収集、観
察、処理、分析、記憶、受信、回収、キャッシュ、及び／または転送し得る。更に、一部
のデータエンジン１０２ｘは、プロセス制御データ分析通信ネットワーク１１２が収集し
たプロセス制御ビッグデータを処理及び／または分析することによって、その内部で学習
された、結果、学習、及び／または情報を示すデータを、生成、収集、観察、記憶、キャ
ッシュ、回収、受信、及び／または転送し得る。典型的には、そのような分析結果、学習
、及び／または学習された情報は、１つ以上のデータエンジン１０２ｘによって実施され
る分析から生成される。

40

【００９４】
したがって、分散型データエンジン（例えば、ＤＤＥ１０２ｘ）は、本明細書において
は交換可能に、「ビッグデータアプライアンス」、「ビッグデータアプライアンスノード
」、または「アプライアンスノード」と呼ばれる。ほとんどの場合において、ビッグデー
タアプライアンスノード１０２ｘの分散型データエンジンは、リアルタイムで（例えば、
ストリーミングを介して）ビッグデータを送信及び受信するため、ならびに一部の実施形
態においては、後のストリーミングまたはプロセス制御データ分析通信ネットワーク１１
２を通じた他の送達のためにリアルタイムビッグデータをキャッシュ及び／または記憶す
るために、マルチコアハードウェア（例えば、マルチコアプロセッサ）を含む。したがっ
て、分散型データエンジン１０２ｘはまた、ビッグデータのキャッシュ及び／または記憶
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のためのメモリ（例えば、高密度メモリ）も含む。データエンジン１０２ｘによって送信
、受信、ストリーミング、キャッシュ、収集、記憶、受信、回収、キャッシュ、及び／ま
たは別様に観察され得るリアルタイムデータの例としては、測定データ、構成データ、バ
ッチデータ、事象データ、及び／または連続データ等のプロセス制御データが挙げられ得
る。例えば、構成、バッチレシピ、設定点、出力、レート、制御アクション、診断、アラ
ーム、事象、及び／またはそれに対する変更に対応するリアルタイムデータが、収取され
得る。リアルタイムデータの他の例としては、プロセスモデル、統計、ステータスデータ
、ネットワーク及びプラント管理データ、及び分析結果が挙げられ得る。本明細書に記載
される技法のうちのいずれかまたは全てと共に活用できる、様々な種類の例示的ビッグデ
ータアプライアンス及びそれらの構成要素についての記載は、前述の米国特許出願第１３

10

／７８４，０４１号、同第１４／１７４，４１３号、及び同第１４／２１２，４９３号に
おいて見出され得るが、本明細書に記載される技法のうちのいずれかまたは全ては、他の
好適なビッグデータアプライアンスと共に活用できることが理解される。
【００９５】
典型的には、分散型データエンジン１０２ｘは概して、プロセス制御プラントまたはシ
ステム５内の１つ以上のデータソースによって生成または提供されており、かつ／あるい
は別様にプロセス制御プラントまたはシステム５のリアルタイムオペレーションと関連付
けられている、ビッグデータに基づいて動作する。例えば、ＤＤＥ１０２ｘは、それが埋
め込まれているデバイスにおいて受信され、かつ／あるいはそのデバイスによって生成さ
れたデータ、またはその対応するデータソース（複数可）において受信され、かつ／ある

20

いは生成されたデータを、収集及びタイムスタンプし得る。収集されたデータは、データ
エンジン１０２ｘのローカルメモリに、（少なくとも一時的に）保存され得る。一部の状
況においては、少なくとも一部のデータは、前述の「ＳＴＲＥＡＭＩＮＧ
ＯＲ

ＡＮＡＬＹＴＩＣＳ

ＩＮ

ＰＲＯＣＥＳＳ

ＣＯＮＴＲＯＬ

ＤＡＴＡ

Ｆ

ＳＹＳＴＥＭＳ」

と題される米国出願第１４／５０６，８６３号に記載されるもの等の特化履歴オブジェク
ト通信プロトコル、またはＫａｆｋａ等の別の好適な通信プロトコルまたはメッセージン
グシステムを用いて、１つ以上の他のデータエンジン１０２ｘに移送またはストリーミン
グされ得る。
【００９６】
一部の実施形態においては、１つ以上のデータエンジン１０２ｘは、リアルタイム連続

30

値、事象収集、バッチデータ収集、オペレータラウンドデータ、及び／または他のデータ
を含む、多次元データに基づいて、大規模なデータマイニング及びデータ分析をサポート
する。分散型データエンジン１０２ｘは、１つ以上のデータ分析を、そのローカルで収集
したデータ及び／または他のＤＤＥ１０２ｘによって収集されたデータに基づいて実施す
るように構成され得る。例えば、ＤＤＥ１０２ｘは、構造化データ（例えば、メモリ、リ
レーショナルデータベース、及び／または非リレーショナルデータベースに記憶されるか
、あるいはストリーミングされる、時系列及び表データ）、ならびに非構造化データ（例
えば、ｐｄｆ）に基づいて動作する様々なツールを含み得る。加えて、ＤＤＥ１０２ｘは
、任意の１つ以上の所望のターゲット環境をサポートし、そこにおけるそれぞれのターゲ
ットコード（例えば、Ｊａｖａ、Ｃ＃、Ｒスクリプト、Ｐｙｔｈｏｎスクリプト、Ｍａｔ

40

ｌａｂ（登録商標）スクリプト、Ｓｔａｔｇｒａｐｈｉｃｓ等）を実行し得る。ＤＤＥ１
０２ｘは、製品の能力、品質、及び／または他の所望の特性を予測すること等、結果及び
／または有用な情報を生成するために、学習アルゴリズム（例えば、部分最小二乗回帰、
主構成要素分析等）、分類技法（例えば、ランダムフォレスト、パターン認識等）、及び
／または他のデータ分析を実施し得る。ローカル分析の結果は、データエンジン１０２ｘ
のローカルメモリに記憶され得、それ自体が、追加的なビッグデータとして処理され得る
。更に、一部のデータエンジン１０２ｘは、モデルと、モデルを実行するためのランタイ
ムエンジンと、ユーザインターフェイスに結果を表示するためのダッシュボードとを構成
及び開発するためのインターフェイスを含み得る。例えば、分散型データエンジン１０２
ｘは、前述の「ＤＡＴＡ

ＰＩＰＥＬＩＮＥ

ＦＯＲ

ＰＲＯＣＥＳＳ

ＣＯＮＴＲＯＬ
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ＡＮＡＬＹＴＩＣＳ」と題される米国出願第６２／０６０，４０８号に

考察されるもの等の様式で、かつ／あるいは本開示の後の節において考察されるように、
ランタイムについての分析を伴って構成され得る。表示される結果は、標準化記述的統計
、ヒストグラム、相関プロット、及び／または様々なデータセット内の潜在的な関係性を
特定できる他のデータ表現を含み得る。
【００９７】
一部の場合においては、分散型データエンジン１０２ｘは、ホストデータソース内に組
み込まれるか、その中に製造されるか、それに直接連結されるか、あるいは別様にそれと
共在する（例えば、図２Ａに示されるデータエンジン１０２ａ、１０２ｂ、及び１０２ｃ
）。一部の場合においては、分散型データエンジン１０２ｘは、プロセス制御データ分析

10

通信ネットワーク１１２の自立型ビッグデータノードであり得る（例えば、図２Ａに示さ
れるデータエンジン１０２ｄ及び１０２ｅ）。すなわち、これらの場合においては、デー
タエンジン１０２ｘは、プロセス制御システムまたはプラント５のデータソース内に組み
込まれたり、それと共在したりしてはいないが、１つ以上のデータソースによって生成さ
れたデータを別様に観察し得る（例えば、分散型データエンジンが従来型のプロセス制御
通信リンクと連結されている場合、データエンジン１０２ｃ等）。埋込式であるかに自立
型であるかに関わらず、データエンジン１０２ｘは、１つ以上のデータソースによってロ
ーカルで生成及び／または提供されたビッグデータを分析して、知識を発見または学習す
る。この学習した知識は、データエンジン１０２ｘに記憶され、ローカルでデータエンジ
ン１０２ｘによって動作され、かつ／あるいはビッグデータとして他のデータエンジン１

20

０２ｘ、例えば受信側のビッグデータノードに提供または送信され得る。加えて、分散型
データエンジン１０２ｘは、その既知のビッグデータまたは記憶されたビッグデータの一
部分を、他のデータエンジン１０２ｘ及び／または分析ネットワーク１１２の他のノード
（例えば、ローカルまたはリモートのユーザインターフェイスノード）に対して提供し得
る。
【００９８】
図３は、例示的な分散型工業プロセスパフォーマンスデータ監視及び／またはデータ分
析エンジン１５０の簡略化したブロックダイアグラムを含み、このインスタンスは、図２
Ａのプロセス制御データ分析通信ネットワーク１１２に含まれ得る（例えば、分散型デー
タエンジン１０２ｘ）。図３を参照すると、例示的分散型データエンジン１５０は、ビッ

30

グデータをキャッシュ、記憶、及び／またはヒストライズするためのビッグデータ記憶領
域１５５と、１つ以上のビッグデータアプライアンスのレシーバ１６０と、１つ以上のビ
ッグデータアプライアンス要求サービサ１６５とを含む。ビッグデータアプライアンスレ
シーバ１６０の各々は、１つ以上のデータソース１６８からのデータを受信及び／または
観察するように構成される。ある実施例においては、ビッグデータアプライアンスレシー
バ１６０は、データハイウェイ１０、Ｆｉｅｌｄｂｕｓネットワーク、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ
ＨＡＲＴネットワーク等の従来型のプロセス制御通信ネットワークへのネットワークイン
ターフェイスを介して、従来型のプロセス制御通信ネットワークを通じて移動するデータ
を受信及び／または観察する。追加的または代替的に、ビッグデータアプライアンスレシ
ーバ１６０は、ＤＤＥ１５０が組み込まれるか、その中に製造されているか、あるいはＤ

40

ＤＥ１５０がローカルで、直接的に、及び／または別様に密接に連結されている、プロセ
ス制御デバイスまたは他の種類のデバイス等のその対応するデータソース（複数可））１
６８から、ローカルインターフェイスを介してデータを受信し得る。なおも追加的または
代替的に、ビッグデータアプライアンスレシーバ１６０は、例えばデータ分析ネットワー
クインターフェイス１７５を介して、ビッグデータパケットを受信し得る。受信されるビ
ッグデータパケットは、別のＤＤＥ１５０からストリーミングされたか、かつ／あるいは
データエンジン１５０が共に存在するビッグデータソースによって生成されている場合が
ある。受信／観察されるデータのソース（複数可）１６８に関係なく、ビッグデータアプ
ライアンスレシーバ１６０は、受信／観察されるデータパケット及び／またはメッセージ
を処理して、実質的データ及びその中で運搬されるタイムスタンプを回収し、また、デー
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タエンジン１５０のビッグデータ記憶領域１５５に、例えば時系列データとして、ならび
に任意選択でメタデータとしても、その実質的データ及びタイムスタンプを記憶する。本
明細書で使用する場合、用語「メタデータ」は概して、データについての統計情報、デー
タについてのカテゴリ情報、要約情報、記述的情報、定義等の、データについてのデータ
を指す。ビッグデータ記憶領域１５５は、ＲＡＩＤ（独立した複数のディスクからなる冗
長配列：Ｒｅｄｕｎｄａｎｔ

Ａｒｒａｙ

ｏｆ

Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ

Ｄｉｓｋｓ

）ストレージ、固体ストレージ、クラウドストレージ、高密度データストレージ、及び／
またはデータバンクもしくはデータセンタストレージにとって好適であり、他のノードに
対して単一または一元的な論理データ記憶領域またはエンティティの見かけを有し、ビッ
グデータをローカルで記憶及び／またはヒストライズするように構成し得る、任意の他の

10

好適なデータストレージ技術等の、複数のローカル及び／またはリモートの物理データド
ライブまたはストレージエンティティを備え得る。
【００９９】
ビッグデータアプライアンス要求サービサ１６５の各々は、例えば、要求エンティティ
、あるいはローカルもしくはリモートのデータ分析アプリケーション、ユーザインターフ
ェイスアプリケーション、または別のアプリケーション等のアプリケーションの要求毎に
、ビッグデータアプライアンス記憶領域１５５に記憶されている時系列データ及び／また
はメタデータにアクセスするように構成される。例えば、ビッグデータアプライアンス要
求サービサ１６５は、ビッグデータアプライアンス記憶領域１５５に記憶されている選択
されたデータを、所与の時間間隔で、その選択されたデータのサブスクライバに対して公

20

開し得る。別の例においては、ビッグデータアプライアンス要求サービサ１６５は、リモ
ートで実行するデータ分析アプリケーションの要求毎に、ローカルのビッグデータアプラ
イアンス記憶領域１５５内に記憶されているデータを回収し得る。ＤＤＥ１５０に記憶さ
れているデータにアクセスする追加的な例については、後の節において考察する。そのよ
うなデータは、リレーショナルデータベースもしくは非リレーショナルデータベース、ま
たは他のデータ構造を含む、様々なデータフォーマットで記憶され得る。一部の実施形態
においては、標準化クエリフォーマットが、これらのデータソースのいずれかにおけるデ
ータにアクセスするために使用され得る。
【０１００】
一部の実施形態においては、分散型データエンジン１５０は、メモリ１５５内に記憶さ

30

れたビッグデータの少なくとも一部に対して、それぞれのデータ分析及び／または学習を
実施するための、１つ以上のビッグデータアナライザ１７０を含む。ローカル分析及び／
または学習の実行は、ユーザまたは別のノードによって生成されるコマンドまたは命令に
対する応答として実施され得る。追加的または代替的に、ローカル分析及び／または学習
の実行は、ユーザまたは他のノードからの、学習分析を開始及び／または実施するための
いかなる入力の使用も伴わずに、自動的及び／または自律的な様式で実施され得る。例え
ば、データ分析及び／または学習は、先に考察したもの等の様式で、前述の「ＤＡＴＡ
ＰＩＰＥＬＩＮＥ

ＦＯＲ

ＰＲＯＣＥＳＳ

ＣＯＮＴＲＯＬ

ＳＹＳＴＥＭ

ＡＮＡＬ

ＹＴＩＣＳ」と題される米国出願第６２／０６０，４０８号に考察されるもの等の様式で
、あるいは何らかの他の好適な様式で実施され得る。ある実施形態においては、ビッグデ

40

ータアナライザ１７０は、新しい情報または知識を発見、検出、または学習するために、
記憶されているデータに対して大規模なデータ分析（例えば、データマイニング、データ
発見等）を、個別的または集合的に実施する。データマイニングは概して、大量のデータ
を調査して、普通ではない記録または複数のデータ記録群といった、新規または以前には
知られていなかった興味深いデータまたはパターンを抽出するプロセスを伴う。ビッグデ
ータアナライザ１７０はまた、記憶されているデータに対して大規模なデータ分析（例え
ば、機械学習分析、データモデリング、パターン認識、予測的分析、相関分析等）を実施
して、記憶されているデータ内の潜在的な関係性または推論を予測、計算、または特定し
得る。
【０１０１】
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ある実施形態においては、複数のビッグデータアナライザ１７０（及び／または少なく
とも１つのビッグデータアナライザ１７０の複数のインスタンス）が、分散型データエン
ジン１５０のビッグデータ記憶領域１５５に記憶されているデータを分析するように、か
つ／あるいは他の分散型データエンジン１０２ｘの１つ以上の他のビッグデータ記憶領域
に記憶されているデータを分析するように、並列に、かつ／あるいは協同的に動作しても
よい。更に、複数のビッグデータアナライザ１７０は、ある種の協同的データ分析及び学
習として、互いの間で、計算されたパラメータ及びモデル情報を共有、交換、または移送
し得る。複数のビッグデータアナライザ１７０は、同一のビッグデータノードに共在して
もよく、あるいは異なるビッグデータノードに存在してもよい。本明細書に記載される技
法のうちのいずれかまたは全てと共に活用し得る、協同的データ分析の例は、前述の「Ｄ
ＡＴＡ

ＰＩＰＥＬＩＮＥ

ＦＯＲ

ＰＲＯＣＥＳＳ

ＣＯＮＴＲＯＬ

10

ＳＹＳＴＥＭ

ＡＮＡＬＹＴＩＣＳ」と題される米国出願第６２／０６０，４０８号において見出される
が、任意の好適な共同的データ分析技法（複数可）が、本開示のいずれかの態様または全
ての態様と共に活用され得る。ビッグデータアナライザ１７０によって実施される分析の
結果は、ビッグデータアプライアンス記憶領域１５５に記憶されてもよく、かつ／あるい
は要求エンティティまたはアプリケーションに返されてもよい。
【０１０２】
ある実施形態においては、ビッグデータレシーバ１６０、ビッグデータアプライアンス
要求サービサ１６５、及び／またはビッグデータアナライザ１７０の少なくとも一部分が
、１つ以上の集積回路、半導体、チップ、または他の好適なハードウェアに含まれるか、

20

実装される。例えば、スペクトル分析を実施するビッグデータアナライザ１７０は、前述
の「ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ
ＮＩＮＧ

ＩＮ

Ａ

ＳＩＧＮＡＬ

ＰＲＯＣＥＳＳ

ＰＲＯＣＥＳＳＩＮＧ−ＢＡＳＥＤ

ＬＥＡＲ

ＰＬＡＮＴ」と題される米国出願第１４／５０７

，２５２号に記載されるもの等、ビッグデータノードに含まれる集積回路チップによって
実装され得る。ある実施形態においては、ビッグデータレシーバ１６０、ビッグデータア
プライアンス要求サービサ１６５、及び／またはビッグデータアナライザ１７０の少なく
とも一部分は、メモリに記憶され、かつ分散型データエンジン１５０において動作するプ
ロセスによって実行可能である、コンピュータが実行可能な命令を含む。例えば、ビッグ
データアプライアンスレシーバ１６０、ビッグデータアプライアンス要求サービサ１６５
、及び／またはビッグデータアプライアンスアナライザ１７０の少なくとも一部は、１つ

30

以上の非一時的で有形のメモリまたはデータストレージデバイスに記憶されている、それ
ぞれの、コンピュータが実行可能な命令を含み、それぞれのビッグデータ機能のうちの１
つ以上を実施するように、１つ以上のプロセッサによって実行可能である。
【０１０３】
一部の実施形態においては、少なくとも一部のビッグデータアナライザ１７０は分散型
データエンジン１５０に含まれず、代わりに、同一のホストデータソースデバイスまたは
構成要素において分散型データエンジン１５０と共に共在し、かつデータエンジン１５０
と通信可能に接続される。例えば、記憶領域１５５、レシーバ１６０、及びサービサ１６
５を含むデータエンジン１５０は、コンピュータが実行可能な命令の第１のセットによっ
て実装され得、ビッグデータアナライザ１７０は、半導体チップまたはコンピュータが実

40

行可能な命令の第２のセットによって実装され得、これは、コンピュータが実行可能な命
令の第１のセットと同一の非一時的で有形のメモリまたはデータストレージデバイスに、
記憶されても、あるいは記憶されなくてもよい。一部の実施形態においては、ビッグデー
タアナライザ１７０はデータエンジン１５０に含まれず、同一のホストデータソースデバ
イスまたは構成要素においてデータエンジン１５０と共在しないが、それでもなお、デー
タエンジン１５０と通信可能に接続される。例えば、ビッグデータアナライザ１７０は、
ＤＤＥ１５０ではない、データ分析ネットワーク１１２の別のノード、例えばユーザイン
ターフェイスノードまたは分析サーバに配置され得る。
【０１０４】
図３に示される分散型データエンジン１５０は更に、データエンジン１５０による、デ
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ータ分析ネットワーク１１２を通じたペイロードビッグデータの送信及び受信、ならびに
データ分析ネットワーク１１２の他のデータエンジン及びノードとの通信（例えば、信号
通信及び他の種類の通信）を可能にするように構成される１つ以上のネットワークインタ
ーフェイス１７５を含む。例えば、データエンジン１５０は、ネットワークインターフェ
イス１７５を用いることで、別のノードによって公開されている１種類のデータをサブス
クライブし得、公開するノードによって生成される種類のデータ、及びデータエンジン１
５０がサブスクライブされる種類のデータは、ネットワークインターフェイス１７５を介
して受信され得る。
【０１０５】
先に考察したように、分散型データエンジン１０２ｘによって、プロセス関連データ、

10

プラント関連データ、及び他の種類のデータ等の様々な種類のリアルタイムデータが、生
成、収集、観察、回収、受信、記憶、キャッシュ、処理、分析、及び／またはストリーミ
ングされ得る。プロセス関連データの例としては、プロセスがプロセスプラント５におい
て制御されている間に生成される（ならびに、一部の場合においては、プロセスのリアル
タイム実行の効果を示す）、連続、バッチ、測定、及び事象データが挙げられる。更に、
プロセス関連データとしては、プロセス定義、構成データ及び／またはバッチレシピデー
タ等の配列データまたはセットアップデータ、構成に対応するデータ、プロセス診断の実
行及び結果等が挙げられ得る。
【０１０６】
プロセスプラント５に関連するが、プロセスプラント５のプロセスを直接構成、制御、

20

または診断するアプリケーションによっては生成され得ないデータ等のプラント関連デー
タは、分散型データエンジン１０２ｘによって、ビッグデータとして生成、収集、観察、
回収、受信、記憶、キャッシュ、処理、分析、及び／またはストリーミングされ得る。プ
ラント関連データの例としては、振動データ、蒸気トラップデータ、プラントの安全性に
対応するパラメータの値を示すデータ（例えば、腐食データ、ガス検出データ等）、プラ
ントの安全性に対応する事象を示すデータ、機械の正常性に対応するデータ、プラント設
備及び／またはデバイス等のプラントの資産に対応するデータ、構成に対応するデータ、
設備、機械、及び／またはデバイス診断の実行及び結果、ならびに診断及び予後にとって
有用であるデータが挙げられる。
【０１０７】

30

更に、プロセス制御ビックデータネットワークバックボーンに関連する、ならびにプロ
セスプラント５の様々な通信ネットワークの、データハイウェイのトラフィックデータ及
びネットワーク管理データ、ユーザトラフィック、ログイン試行、クエリ、及び命令等の
ユーザ関連データ、テキストデータ（例えば、ログ、運転手順、マニュアル等）、空間デ
ータ（例えば、位置情報データ）、ならびにマルチメディアデータ（例えば、有線ＴＶ、
ビデオクリップ等）を含む、他の種類のデータは、データエンジン１０２ｘによって、ビ
ッグデータとして生成、収集、観察、回収、受信、記憶、キャッシュ、処理、分析、及び
／またはストリーミングされ得る。
【０１０８】
一部の実施形態においては、動的測定及び制御データが、分散型データエンジン１０２

40

ｘによって、ビッグデータとして自動的に生成、収集、観察、回収、受信、記憶、キャッ
シュ、処理、分析、及び／またはストリーミングされ得る。動的測定及び制御データの例
としては、プロセス動作における変化を特定するデータ、設定点等の運転パラメータにお
ける変化を特定するデータ、プロセス及びハードウェアアラームの記録、ダウンロードま
たは通信障害等の事象が挙げられる。加えて、コントローラ構成、バッチレシピ、アラー
ム、及び事象等の静的データは、変化が検出されるとき、またはコントローラもしくは他
のエンティティがデータ分析通信ネットワーク１１２に初めて追加されるときに、デフォ
ルトで自動的に収集され得る。
【０１０９】
また、一部のシナリオにおいては、動的制御及び測定データについて説明または特定す
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る少なくとも一部の静的メタデータが、メタデータにおける変化が検出されるとき、分散
型データエンジン１０２ｘにおいて取り込まれる。例えば、コントローラ構成において、
モジュールまたはユニットの測定及び制御データに影響を与え、コントローラによって送
信されねばならない変更がなされる場合、関連付けられるメタデータのアップデートが、
データエンジン１０２ｘによって自動的に取り込まれる。追加的または代替的に、外部シ
ステムまたはソース（例えば、気象予報、公的事象、企業の決定等）からデータをバッフ
ァリングするために使用される特別なモジュールと関連付けられるパラメータ、調査デー
タ、及び／または他の種類の監視データが、データエンジン１０２ｘによって自動的に取
り込まれ得る。
10

【０１１０】
一部の状況においては、エンドユーザによって作成された追加のパラメータが、分散型
データエンジン１０２ｘに自動的に取り込まれる。例えば、エンドユーザは、モジュール
に特別な演算を作成してもよく、または収集されるべきパラメータをユニットに追加して
もよく、あるいはエンドユーザは、デフォルトでは通信されない標準的コントローラ診断
パラメータの収集を欲し得る。エンドユーザが任意選択で構成するパラメータは、デフォ
ルトのパラメータと同じ様式で通信され得る。
【０１１１】
工業パフォーマンス監視／分析用のユーザインターフェイスアプリケーション
先述したように、データ分析システム、すなわちＤＡＳ１００は、１つ以上のユーザイ
ンターフェイスアプリケーションを含み得、これを介して、データに関連する人間−機械

20

の相互作用が行われる。これらのユーザアプリケーションの例示的インスタンスの存在が
、参照１２０ａ〜１２０ｄによって図２Ａに描写されている。本開示の本節及び図４Ａ〜
４Ｑは、工業パフォーマンス監視／分析用のユーザインターフェイスアプリケーションに
ついてより詳細に説明する。このユーザインターフェイスアプリケーションは、例えば、
図１のプロセスプラントもしくはシステム５、図２Ａの工業パフォーマンス監視／分析シ
ステム１００、ならびに／または図３の監視及び分析エンジン１５０によって提供される
か、それらと共に運転し得る。しかしながら、本明細書に記載される工業パフォーマンス
監視／分析用ユーザインターフェイスアプリケーションは、プロセス制御システム用の他
の工業パフォーマンス監視及び分析システムによって提供されるか、あるいはそれらと共
に運転してもよい。しかし、考察の容易さのために、工業パフォーマンス監視／分析ユー

30

ザインターフェイスアプリケーションは、図１、２、及び３を同時に参照しながら下にお
いて考察される。加えて、読解の容易さのために、Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ
ｍａｎｃｅ
ｅ

Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ／Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｕｓｅｒ

Ｐｅｒｆｏｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎは、本明細書においては、一般的な目的及び／または他のユ

ーザインターフェイスアプリケーションと区別するために大文字を用いて呼称され、また
、本明細書においては、交換可能に、「Ｄａｔａ
ｐｌｉｃａｔｉｏｎ」、「Ｄａｔａ
ｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ」、「Ｄａｔａ

ｏｎ」、「ＤＤＥ
「Ｕｓｅｒ

Ｕｓｅｒ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｕｓｅｒ

Ａｐ

Ｉｎｔｅｒｆａｃ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ｕｓｅｒ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ」、または
40

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ」とも呼ばれる。

【０１１２】
ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎは、ユーザが分散型

工業プロセスパフォーマンス監視／分析システムすなわちＤＡＳ１００と相互作用して、
構造を定義し、データを照会し、ドラフトデータモデルを構築及び評価するためのインタ
ーフェイスを提供する。ドラフトデータモデルが完成したら、ＤＤＥ
ｅｒｆａｃｅ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎは、データモデルのランタイムエンジンへのダウ

ンロード、及びオンラインプロセス制御システムと共に運転するようなデータモデルの展
開を可能にする。展開されたデータモデル（実行中またはオンラインデータモジュールと
も呼ばれる）は、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎのラ

ンタイムダッシュボードを介してアクセス及び監視され得る。ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔ
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Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎはまた、実行中データモデルに対応するアラーム

及び通知を生成することもできる。
【０１１３】
具体的には、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎは、ユ

ーザがデータモデルを作成、閲覧、及び修正することを可能にし、これらのデータモデル
の各々が１つ以上の、入力データセットに対して実行または実施されるデータ分析（例え
ば、記述的、予測的、及び／または規定的分析）を定義する。データモデルは、オフライ
ンモードで（例えば、データモデルが、オンラインまたは実行プロセス制御システムのラ
イブデータソースから接続を切られている間に）ドラフトまたは作成され、このモードで
は、データモデルは、本明細書においては「オフラインデータモジュール」と呼ばれる。

10

概して、オフラインデータモジュールは、オフラインデータダイアグラムによって定義さ
れ、このオフラインデータダイアグラムは、ユーザが、ＤＤＥ
ａｃｅ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎを介して、「ブロック」または「データブロック」のセ

ットを選択し、ダイアグラム上でそれらのブロックを「ワイヤ」のセットを用いて所望の
様式で相互接続することによって作成する。各データブロックは入力部を含み、ここを介
して、データがブロック内に受信される。各データブロックはまた、特定の機能、アクシ
ョン、アルゴリズム、及び／またはオペレーションを表すかあるいは定義し、これらは各
データブロックによって、その入力データに基づいて実施され、それによって１つ以上の
出力部を介して他のブロックに提供することができる出力データを生成する。各データブ
ロックは、ブロック及びその相互接続ワイヤのオフラインダイアグラム表現を実行可能な

20

コードにコンパイルし、実行するように、別個に評価することができ、各データブロック
の実行の結果は、オフラインデータダイアグラムに呈示される。後の節において考察され
るように、データブロックのコードへのコンパイル、及び後続のその実行は、異なるター
ゲット環境及び場所にまたがって、分配的に実施され得る。
【０１１４】
同様に、オフラインデータダイアグラムは、全体としても評価することができる。オフ
ラインデータダイアグラムの評価は、データブロック及びワイヤをコンパイルすること、
このコンパイルされたコードを実行して、入力データ及び出力データをワイヤにまたがっ
て移送し、オフラインデータダイアグラムのブロック及びワイヤの特定の構成によって定
義される機能、アクション、アルゴリズム、及び／またはオペレーションを実施すること

30

を含む。また、個別のデータブロックと同様に、オフラインデータダイアグラムのコンパ
イル、及びこのコンパイルされたオフラインデータダイアグラムの実行も、異なるターゲ
ット環境及び場所にまたがって、分配的に実施され得る。
【０１１５】
更に、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎは、ユーザが

オフラインデータモジュールを「オンラインデータモジュール」へと転換することを可能
にする。この転換は、データモデルのオンラインデータモジュールが、オンラインプロセ
ス制御システムのライブデータソースにバインドするか、あるいはそれによって生成され
ているライブ（例えば、ストリーミング）データを別様に受信し、そこで定義されている
１つ以上のデータ分析をライブデータに対して実施し、ユーザインターフェイス、ヒスト

40

リアン、または他のアプリケーションに出力を提供するようなものである。例えば、デー
タモデルによって生成される出力データは、プロセスプラント及び／またはその中で制御
されているプロセスに対応する、記述的、予測的、及び／または規定的情報またはデータ
を含み得る。
【０１１６】
具体的には、ユーザは、特定のデータモデルのオンラインデータダイアグラムを、その
特定のデータモデルのオンラインデータダイアグラムへと転換することができる。オフラ
インデータダイアグラムと同様に、オンラインデータダイアグラムは、ワイヤのセットで
相互接続されたデータブロックのセットを含んでおり、また、オフラインデータダイアグ
ラム及びオンラインデータダイアグラムは概して、同一のデータモデルに対応しているた
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め、オンラインデータダイアグラムによって定義される機能、アクション、アルゴリズム
、及び／またはオペレーションは、オフラインデータダイアグラムのものに対応する。し
かしながら、オフラインデータダイアグラムとオンラインデータダイアグラムとの間では
、主として、オンラインデータモジュールのオンラインプロセスプラントへの接続を適合
させるため（しかし、必ずしもそのためだけではない）、ブロック及び相互接続のうちの
少なくとも一部が異なる。
【０１１７】
これもまたオフラインデータダイアグラムと同様に、オンラインデータダイアグラムは
、データモデルのオンラインデータモジュールに対応する実行可能なコードへと、全体と
してコンパイルすることができる。オンラインデータダイアグラムの特定のブロックのコ

10

ンパイルは、特定のブロックの、オンラインプロセスプラント内のそれぞれのデータソー
ス及びデータコンシューマとのバインディングの定義をもたらす。オンラインデータモジ
ュールの展開は、これらのバインディングをインスタンス化し、実行可能なもののランま
たは実行を引き起こし、それによって、オンラインデータモジュールが、オンラインプロ
セスプラントのオペレーションと併せて実行されるように、オンラインデータモジュール
をオンラインプロセスプラントと統合する。オンラインデータダイアグラムのコンパイル
、ならびに結果として得られたオンラインデータモジュールのバインディング及び実行は
、異なるターゲット環境及び場所にまたがって、分配的に実施され得る。
【０１１８】
特に有用な実施形態においては、データモデルのオンラインデータモジュールは、プラ

20

ントで実行中のオンラインプロセスの進行中の制御の結果としてプロセスプラントのデバ
イスまたは構成要素によって生成される、連続リアルタイムデータを受信し、少なくとも
部分的にはそれに基づいて動作する。例えば、オンラインデータモジュールは、プロセス
プラント及びプロセス制御システムがプロセスを制御するように動作している間、オンラ
インプロセスプラント及び／またはプラントに含まれるプロセス制御システムによって生
成される連続リアルタイム時系列データに基づいて動作する。データモデルは、連続リア
ルタイムデータストリームに基づいて継続的に動作し（例えば、データモデルによって定
義された、その１つ以上のデータ分析機能及び（存在する場合は）他の機能を実施するこ
とによって）、結果または出力データのリアルタイムストリームを継続的に生成し、この
リアルタイムストリームは、ユーザインターフェイスに表示され得（例えば、ローリング

30

折れ線グラフまたは他の描写として）、データモデルの出力の現在のリアルタイム値を継
続的に反映し得る。ある例においては、データモデルによって生成され、ユーザインター
フェイスに表示されるデータ出力は、少なくとも１つの予測値及びその経時的な変動を含
む。しかし、概して、データモデルは、プロセス制御プラントまたは環境５に関する故障
検出、予測、及び規定という目的のために、プロセス制御プラントまたは環境５内の様々
なデータソースによって生成された大量のデータに基づいて動作することが可能である。
【０１１９】
ある実施形態においては、異なるインスタンスのＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎを、様々なプ
ラットフォーム（例えば、Ａｐｐｌｅ

Ｍａｃｉｎｔｏｓｈ、Ｌｉｎｕｘ、Ｗｉｎｄｏｗ

ｓ等）で使用できるように、また時には同時に、様々なコンピューティングデバイスにお
いて様々なユーザが使用できるように、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

40

Ａｐｐ

ｌｉｃａｔｉｏｎはウェブベースであり、ウェブブラウザを通じてアクセスされる。しか
しながら、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎは、ウェブ

ベースの実装形態に限定されるものではなく、プラットフォームからは独立し、複数のユ
ーザ及び／またはインスタンスまで同時に拡張され得る、任意の他の好適な実装形態を活
用してもよい。
【０１２０】
更に、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

おいて、同時に実行されるＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎは本明細書に

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉ

ｏｎの複数のインスタンスを伴って、単一のプロセス制御プラントまたは環境５に適用さ
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れるものとして記載されているが、この構成は例証であるに過ぎず、限定的であることを
意図しない。例えば、一部の構成においては、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎは異なる場所で、異なるプロセスにおいて独立して運転する、複
数のプロセス制御プラントまたは環境に対して適用され得る。例えば、サーバまたはコン
ピュータのバンクによって提供される単一のＤＤＥ
ｐｐｌｉｃａｔｉｏｎが、そのＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａ

Ａｐｐｌｉｃａ

ｔｉｏｎの一部のインスタンスは製油所Ａで実行され、一部のインスタンスが製油所Ｂで
実行されるように、ある石油会社の複数の製油所で活用され得る。
【０１２１】
ともあれ、先に考察したように、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉ

10

ｃａｔｉｏｎは、データブロックによってそれぞれの入力データに対して実施され得る機
能、アクション、アルゴリズム、及び／またはオペレーションを、ブロックまたはデータ
ブロックとして抽象化する。ブロックまたはデータブロックの例は、例えば、ロード、ク
リーン、操作、分析、視覚化等、それらそれぞれの機能によって指定される。各データブ
ロックは、それぞれの入力データをロードまたは獲得し、その１つ以上のそれぞれの機能
、アクション、アルゴリズム、及び／またはオペレーションを、獲得した入力データに対
して実施し、１つ以上のそれぞれの結果またはそれぞれの出力データを生成し得る。複数
のデータブロックが所望に応じて相互接続されて（例えば、直列、並列、多対一、一対多
等）、ドラフトデータモデルまたはオフラインデータモジュールを表すか、あるいはそれ
を定義するオフラインデータダイアグラムを形成し得、このドラフトデータモデル／オフ

20

ラインデータモジュールは、オフラインデータモジュール（またはその一部）を、１つ以
上のデータセットのセットまたはオフラインデータソースに適用するか、あるいはそれに
基づいて動作させることによって、実行または評価できる。例えば、オフラインデータモ
ジュールの実行または評価中、オフラインデータダイアグラムは実行可能なコードへとコ
ンパイルされ、特定されたデータセット（複数可）がオフラインモジュールに、あるいは
その使用のために獲得及びロードされ、コンパイルされたオフラインモジュールの相互接
続されたブロックが実行されて、それらそれぞれのオペレーションをそれらそれぞれの入
力に対して実施し、それぞれの結果をそれらそれぞれの出力で提供し、その結果、開発ま
たは作成されているデータモデルに対応する全体的なオフラインデータモジュールによっ
て生成される、１つ以上の分析出力または結果につながる。ある実施形態においては、オ

30

フライン評価中、ファイルからデータセットをドラフトデータモデルへとロードするより
も、入力データを、試験ツール、環境、またはプラント等のストリーミングオフラインデ
ータソースから受信し得る。更に、下でより詳細に説明されるように、オフラインデータ
モジュールまたはドラフトデータモデルは、それが開発されている間に、漸次評価しても
よい。ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎにおいては、オ

フラインデータブロック及びオフラインデータモジュールを評価するためのプラットフォ
ームまたはインフラストラクチャはＤａｔａ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅｓで

あり、これについては後の節において記載する。
【０１２２】
オフラインデータモジュール（またはその一部）が評価された後、ユーザは、評価の結

40

果をレビュー及び精査することができ、ドラフトモデル（またはその一部）は、適宜修正
され、満足な結果が得られるまで再評価され得る。ユーザは、ドラフトデータモデル／オ
フラインデータモジュールを完成させ、それをオンラインデータモジュールへと転換し、
そのオンラインデータモジュールを実行または展開して、プロセス制御環境またはプラン
ト５のリアルタイムオペレーションに起因して生成されている、リアルタイム、オンライ
ン、またはストリーミングされるライブデータに基づいて動作させ得る。例えば、実行中
または展開済のオンラインデータモジュールまたはデータモデルは、プロセスプラントの
オンラインオペレーションに起因して連続的に生成されているリアルタイムデータに基づ
いて連続的に動作し得、オンラインデータモジュールまたはモデルは、それ自体で、リア
ルタイム出力データまたはその実行の結果を連続的に生成し得、このリアルタイム出力デ
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ータまたは実行の結果は、ユーザインターフェイスに表示され、連続的にアップデートさ
れ得る。展開されたオンラインデータモジュール及び対応する結果のオンライン実行また
はオペレーションは、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ

のＤａｓｈｂｏａｒｄにおいて監視され得る。これもまた、後の節においてより詳細に記
載される。
【０１２３】
先に考察したように、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏ

ｎ内において、データブロック、データモジュール（オンラインかオフラインかに関わら
ず）、及びそれらの一部は、ワークスペースまたはＤＤＥ
ｅ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎによって提供されるキャンバス上に、ダイアグラムまたはデ

10

ータダイアグラムとして、ユーザに対して視覚的及び／またはグラフィカルに表され得る
。概して、各データダイアグラムは、ワイヤ（例えば、線で表され得る）のセットによっ
て相互接続されるデータブロック（例えば、二次元形状で表され得る）のセットを含む。
ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎは、典型的には、オペ

レーションの２つのモードを含み（しかし、一部の実施形態においては、より多いかより
少ない数のモードが含まれ得る）、これらの両方が、データモジュールと、データモジュ
ールに含まれるデータブロックとを表すためにデータダイアグラムを活用する。
【０１２４】
オペレーションのモードのうちの１つは、本明細書においては交換可能に、「Ｄａｔａ
Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｔｕｄｉｏ」、「Ｄａｔａ

ｄｉｏ」と呼ばれる。典型的には、Ｄａｔａ

Ｓｔｕｄｉｏ」、または「Ｓｔｕ

20

Ｓｔｕｄｉｏは、データ分析モデルを設計

及び開発するためにユーザによって活用される。加えて、Ｄａｔａ

Ｓｔｕｄｉｏは、ユ

ーザがオフラインモジュールをオンラインモジュールへと転換すること、ならびに完成し
たオフラインモジュールを対応するオンラインデータモジュールとして展開することを可
能にする。Ｄａｔａ

Ｓｔｕｄｉｏは作業領域または描画キャンバスを提供し、その上で

、ユーザは、データモデルまたはその一部の視覚的グラフィカル表現であるデータダイア
グラムへとブロックを作成及び接続することによって、データモデルを開発することがで
きる。データモデルがＤａｔａ

Ｓｔｕｄｉｏ内で開発されている間は、このデータモデ

ルはドラフトデータモデルまたはオフラインデータモジュールと呼ばれる場合があり、ド
ラフトまたはプロトタイプと考えられ得る。オフラインデータモジュールダイアグラムは

30

、その結果として得られるオンラインデータモジュールよりも多い数のデータブロック及
び／または接続を含み得、これは、オフラインモジュールに含まれるブロック及び接続の
一部は、モジュールの異なる部分においてデータを分析及び閲覧するために、例えば、デ
ータモデルの特定の部分が所望される通りに評価しているかどうか、及び／または十分に
有用かつ／もしくは予測的なデータを提供しているかどうかを分析及び確認する目的で使
用され得るためである。概して、データモデルのオフラインダイアグラムは、（１）生デ
ータセットを探査及びクリーンにし、かつ（２）分類、回帰、クラスタリング、次元縮小
等の所望の分析オペレーションのために構築、調整、及び評価され得る、ワークフローの
表現である。オフラインであるデータモジュールは、それらが開発されている間に、漸次
または継続的に評価してもよい。オフラインデータモジュールまたはデータモデルの評価
プロセスの結果は、Ｄａｔａ

40

Ｓｔｕｄｉｏを介してユーザに通信される。

【０１２５】
一部の場合においては、オフラインデータモジュールの実行または評価は、完了するの
に長い期間がかかり得る。これらの状況においては、オフラインデータモジュールの評価
プロセスのステータス及び進行は、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉ

ｃａｔｉｏｎのオペレーションの別のモードを介してユーザに通信され得、この別のモー
ドは、本明細書においては交換可能に、「Ｄａｔａ
ａｒｄ」、「Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｄａｓｈｂｏ

Ｄａｓｈｂｏａｒｄ」、または単に「Ｄａｓｈｂｏａ

ｒｄ」と呼ばれる。Ｄａｓｈｂｏａｒｄは、典型的には、（ｉ）評価されているオフライ
ンデータモジュール（例えば、ドラフトデータモデル）、及び／または（ｉｉ）オンライ
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ンデータモジュール（例えば、データモジュールとして展開されている完成したデータモ
デル）であるモジュールを閲覧及び／または管理するために、ユーザによって活用される
。Ｄａｓｈｂｏａｒｄはまた、それぞれのダイアグラムまたは視覚的グラフィカル表現を
用いて、評価中のドラフトデータモデル及び展開されたオンラインデータモジュールを表
す。展開されたデータモジュールは「オンライン」であると呼ばれる。これは、展開され
たモジュールが、プロセス制御システムまたはプラント５のオンラインまたはランタイム
オペレーションに起因して生成されているリアルタイムデータに基づいて実行されている
ためである。概して、データモジュールのオンラインダイアグラムは、プロセス制御シス
テムまたはプラント５内の１つ以上のデータソース（例えば、ストリーミングデータソー
ス）にバインドされて、リアルタイム記述、予測、及び／または規定を作成し、かつ／あ

10

るいはランタイム中またはランタイムにおいて連続的にデータモデルを調整するワークフ
ローの表現である。展開されているかオンラインであるデータモジュールは、それらがＤ
ａｓｈｂｏａｒｄから明確に終結されるまで、継続的に実行され得る。
【０１２６】
Ａ．データモジュールダイアグラム
データモジュールの例示的ダイアグラム（オフラインかオンラインかに関わらず）は、
概して、複数のデータブロックと、様々なブロックを一緒に相互接続して１つ以上のデー
タフローパイプラインを形成するワイヤとを含む。先述したように、データブロックは概
して、ユーザがデータセットに対して適用したいと欲する機能またはオペレーションの抽
象化である。例えば、ある特定のブロックは、データ記憶またはディスク上のファイルか

20

らデータセットをロードしてもよく、別の特定のブロックは、データセット内の全ての欠
測値（例えば、別のパラメータ／変数が測定値を有する時間に対応する時間において、測
定値を有さない値）を取り除いてもよく、更に別の特定のデータブロックは、ランダムフ
ォレスト分析を実施してもよい。典型的には、異なるデータブロックは、データセットに
対して実施され得る異なる機能またはオペレーションに対応し、したがって、様々なデー
タブロックはそれぞれ、対応する種類または名称、例えば「Ｌｏａｄ」、「Ｑｕｅｒｙ」
、「Ｆｉｌｌ」、「Ｃｏｌｕｍｎｓ」、「ＰＣＡ（Ｐｒｉｎｃｉｐａｌ
ｎｔ
ｔ

Ｃｏｍｐｏｎｅ

Ａｎａｌｙｓｉｓ（主構成要素分析））」、「ＰＬＳ（Ｐａｒｔｉａｌ

Ｌｅａｓ

Ｓｑｕａｒｅｓ（部分最小二乗法））」、「Ｅｘｐｌｏｒｅ」、「Ｗｒｉｔｅ」等を
30

有し得る。
【０１２７】
各ブロックは、ゼロ以上のそれぞれのプロパティを有し得る。ブロックのプロパティの
セット（一部のブロックの場合は、空のセットであり得る）は、同一のブロックの種類の
全てのインスタンスが同一のプロパティのセットを有するように、それぞれ、そのブロッ
クの種類に対応する。一部のブロックについては、プロパティのデフォルト値は、ＤＤＥ
Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎによって提供され得、一部の

ブロックについては、ユーザが、プロパティ値のうちの１つ以上を入力及び／または修正
することができる。データブロック定義は、あるデータブロックの種類の、それぞれのプ
ロパティ及び任意のデフォルトプロパティ値を定義する（一部のブロックについては、他
の情報も）。データブロック定義は、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌ

40

ｉｃａｔｉｏｎによって提供されるデータブロック定義ライブラリに記憶される。概して
、データブロック定義ライブラリは、複数のデータ分析ユーザまたは技術者が、ライブラ
リによって提供されるリソースを用いて、データを同時に開発及び／または探査できるよ
うに、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎの全てのオープ

ンインスタンスに対して利用可能である。
【０１２８】
各ブロックは、１つ以上の他のブロックまたはデータソースからブロック内に流入する
データ（存在する場合）を特定する、０、１、または複数の入力コネクタを有する。加え
て、各ブロックは、ブロックから流出する（ならびに、潜在的には、１つ以上の受信側ブ
ロックに、それらそれぞれの入力コネクタを介して流入する）データ（存在する場合）を
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特定する、０、１、または複数の出力コネクタを有する。様々なブロックの入力と出力と
の間の相互接続は、データモジュールダイアグラムにおいてはワイヤで表される。単純な
計数装置の値から、それぞれが目的コードに対して数百万の値を含むデータフレームに至
るまで、任意の種類のデータが、任意のワイヤを通じて流れるか、あるいは移送され得る
。
【０１２９】
加えて、各ブロックは状態を有する。例えば、ブロックが初めて作成されるとき、その
ブロックは、「構成」または「構成中」または「未構成」状態である。ブロックが構成さ
れた後、このブロックは「構成済」状態へと移る。オフラインブロックが評価されている
間、そのオフラインブロックは「評価」状態である。オフラインブロックが評価された後

10

、このブロックは、評価「成功」状態または評価「失敗」状態のいずれかへと移る。オン
ラインブロックが構成されている場合、またはデータソース及び／もしくはデータコンシ
ューマにバインドされている場合、その状態は、「構成中」または「バインド中」である
。オンラインブロックがプロセス制御システムに展開され、ライブデータに基づいて運転
を始めた後、その状態は、「展開済」または「実行中」である。無論、他の状態もまたあ
り得る。典型的には、各ブロックは、その現在の状態を示す視覚的インジケータを含む。
加えて、各データモジュールは、全体として、その現在の状態を示すインジケータを有し
得る。
【０１３０】
可能性のある、様々なデータブロックの特色及び相互接続を例証する、例示的データダ

20

イアグラム２００が図４Ａに示される。この例示的データダイアグラム２００は、ワイヤ
２０５を介してＦｉｌｌＮａＮブロック２０２ｂに接続される、ＬｏａｄＤａｔａブロッ
ク２０２ａを含む。ＬｏａｄＤａｔａブロック２０２ａの表現は、その現在のブロック状
態の指標２０８ａと、そのブロックの種類または名称の指標２１０ａと、ブロックの評価
の結果の指標２１２ａと、出力コネクタ２１５ａとを含み、この出力コネクタを経由して
、ＬｏａｄＤａｔａブロックの評価の結果として生成されるデータの少なくとも一部が、
ワイヤ２０５を介して受信側（このシナリオにおいては、ＦｉｌｌＮａＮブロック２０２
ｂ）に送達される。
【０１３１】
ＦｉｌｌＮａＮブロック２０２ｂは、ＬｏａｄＤａｔａブロック２０２ａからワイヤ２

30

０５を通じて流れてくるデータを受信する、入力コネクタ２１８ｂを含む。ＬｏａｄＤａ
ｔａブロック２０２ａと同様に、ＦｉｌｌＮａＮブロック２０２ｂは、その現在のブロッ
ク状態の指標２０８ｂと、そのブロックの種類または名称の指標２１０ｂと、その評価の
結果の指標２１２ｂと、出力コネクタ２１５ｂとを含み、この出力コネクタを経由して、
ＦｉｌｌＮａＮブロックの評価の結果として生成されるデータの少なくとも一部が、ワイ
ヤ２２０を介して受信側またはコンシューマ（図示せず）に送達される。
【０１３２】
図４Ａにおいては、ＬｏａｄＤａｔａブロック２０２ａは入力コネクタを有さないが、
これは、ＬｏａｄＤａｔａブロック２０２ａが、データダイアグラム２００の任意の他の
データブロックから出力されるデータを受信しないためであることに留意されたい。代わ

40

りに、ＬｏａｄＤａｔａブロック２０２ａは、１つ以上のデータソースからの１つ以上の
入力データセットをロードまたは獲得するように構成され得る。これらのデータソースは
、データファイル、データソース（例えば、Ｓｅｅｑシステム）、リレーショナルデータ
ベース、または非リレーショナルデータベース等のオフラインデータソースを含んでもよ
く、ならびに／あるいはデータソースは、分散型データエンジン２０２ｘによって生成さ
れるデータストリーム等のオンラインまたはストリーミングデータソースを含んでもよい
。
【０１３３】
Ｂ．Ｄａｔａ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

先述したように、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｓｔｕｄｉｏ
Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎの
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ある。Ｄａｔａ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｔｕｄｉｏで

Ｓｔｕｄｉｏは、データモデルを設計、開発、閲

覧、及び探査するために、ユーザによって活用され得る。図４Ｂは、Ｄａｔａ
ｙｔｉｃｓ

Ａｎａｌ

Ｓｔｕｄｉｏ２４０によって呈示される例示的ユーザインターフェイスを描

写し、これは、ナビゲーションバー２４２と、ワークスペースまたは描画キャンバス２４
５とを含む。ナビゲーションバー２４２は、制御部及びインジケータを提供し、これらの
制御部及びインジケータを介して、ユーザは、オフライン及びオンラインデータモジュー
ルを管理することができる。これは、例えば、新しいオフラインデータモジュールの作成
、現在開放されており、キャンバス２４５に示されているオフラインまたはオンラインデ
ータモジュールの特定、現在開放されており、キャンバス２４５に示されているデータモ

10

ジュールのステータス（例えば、オフラインまたはオンライン）の容易な閲覧、現在開放
されており、キャンバス２４５に示されているオフラインデータモジュールの保存／記憶
、オフラインモジュールのオンラインデータモジュールへの転換、データモジュールのオ
フラインデータダイアグラムとオンラインデータダイアグラムとの間での閲覧の切り替え
、オフラインデータモジュールの評価、オンラインデータモジュールの展開、他のデータ
モジュールへのブラウズ、及び他のそのようなモジュール管理機能等のアクションの、ユ
ーザによる実施が可能になったことによるものである。したがって、Ｄａｔａ
ｙｔｉｃｓ

Ａｎａｌ

Ｓｔｕｄｉｏ２４０は、多数のユーザ制御部及びインジケータ２４８ａ〜２

４８ｎをその上に含み、限定されるものではないが：
・ユーザによる他のデータモジュールの検索及びブラウズを可能にする、モジュール

20

ナビゲーション制御部２４８ａ；
・キャンバス２４５で現在開放されているデータモジュールの識別子２４８ｂ；
・キャンバス２４５で現在開放されているデータモジュールのビューがオフラインビ
ューであるかオンラインビューであるかを示す、１つ以上のインジケータ２４８ｃ、２４
８ｄ；
・ユーザが、キャンバス２４５で現在開放されているデータモジュールのオンライン
ビューとオフラインビューとを切り替えることができる、１つ以上の制御部２４８ｅ、２
４８ｆ；
・ユーザが、キャンバス２４５で現在開放されているデータモジュールのプロパティ
を閲覧及び／もしくは定義することができる、ユーザ制御部２４８ｇ；

30

・ユーザが、現在開放されているデータモジュールを保存することができる、ユーザ
制御部２４８ｈ；
・ユーザが、現在開放されているデータモジュールの少なくとも一部分を評価するこ
とができる、ユーザ制御部２４８ｉ
・ユーザが、現在開放されているデータモジュールを展開することができる、ユーザ
制御部２４８ｊ
・現在開放されているモジュールのオペレーションのステータスを示す、インジケー
タ２４８ｋ；ならびに／または
・１つ以上の他のユーザ制御部及び／もしくはインジケータ（図示せず）等が挙げら
40

れる。
【０１３４】
図４Ｂはまた、ユーザ制御部２４８ｍを例証しており、これを介して、ユーザは、デー
タブロック定義ライブラリ（図４Ｂには図示せず）からブロック定義を閲覧、選択でき、
かつ／あるいはデータブロック定義ライブラリに追加できる。図４Ｂに示される実施懈怠
においては、ライブラリユーザ制御部２４８ｍは、キャンバス２４５上に配置されるよう
に示されているが、他の実施形態においては、該制御部２４８ｍは、ナビゲーションバー
２４２上または任意の所望の場所に位置付けることができる。
【０１３５】
実際、例示的Ｄａｔａ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｔｕｄｉｏ２４０に示されるユーザ制

御部及びインジケータの数、種類、場所／位置付け、形態因子、配置等は、多くの可能な
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実施形態のうちの１つであるに過ぎない。より多くの、またはより少ない数及び／または
種類のユーザ制御部及び／またはインジケータが含まれてもよい。そのようなユーザ制御
部及び／またはインジケータの異なる場所／位置付け、ならびに異なる形態因子、配置等
が活用されてもよい。一部の実施形態においては、ナビゲーションバー２４２は省略され
てもよく、ユーザが制御部にアクセスするための別のメカニズムが提供され得る（例えば
、ポップアップウィンドウ、ドロップダウンメニュー等）。
【０１３６】
１．Ｄａｔａ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｄａｔａ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｔｕｄｉｏ−オフラインデータモジュール
Ｓｔｕｄｉｏ２４０においては、描画キャンバスまた

はワークスペース２４５は、オフラインデータモジュールを開発、定義、及び評価するこ

10

とができる領域である。例えば、描画キャンバスまたはワークスペース２４５において、
ユーザは、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎのブロック

定義ライブラリに（例えば、ユーザ制御部２４８ｍを介して）アクセスして、その中に記
憶されている様々なデータブロック定義を選択し、選択したブロック定義を相互接続（例
えば、ワイヤでつなげる）して、データモデルのデータダイアグラムを形成することがで
きる。加えて、描画キャンバスまたはワークスペース２４５において、ユーザは、特定の
データブロックインスタンスのプロパティの編集；評価の進行及びその結果を閲覧するこ
とを含む、一部分のドラフトデータモデルの評価；ならびに／またはオフラインデータモ
ジュールに関する他のアクションの実施を行うことができる。
20

【０１３７】
先に考察したように、データダイアグラムにおいて活用され得る各データブロックは、
データブロックの種類のブロック定義に基づく。すなわち、所与の種類のブロックの特定
のインスタンスは、その所与の種類のブロック定義に従うプロパティのセットを有するが
、その特定のインスタンスは、例えば、オブジェクトクラスとオブジェクトクラスのイン
スタンスとに類似する様式で、同一の所与の種類のブロックの他のインスタンスとは異な
る場合がある。これもまた先に考察したように、ブロック定義は、ブロック定義ライブラ
リに記憶されており、このブロック定義ライブラリは、キャンバス２４５上に置かれ得る
ユーザ制御部２４８ｍを介してアクセスされる（例えば、表示または非表示で切り替えら
れる）。

30

【０１３８】
データブロック定義ライブラリ、データブロック定義、データモジュール、データブロ
ック、データブロックインスタンス、及びワイヤ間の例示的関係性２５０の例証が図４Ｃ
に示される。図４Ｃに示されるように、ブロック定義は、ＤＤＥ
ｆａｃｅ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎによって提供されるブロック定義ライブラリ２５２を

通じて利用可能となる。一部の実施形態においては、異なるユーザ及び／またはユーザの
グループに対して、特定のブロック定義ならびに／または他のデータ分析ライブラリリソ
ース（及び／もしくはその一部）への異なるアクセス権（例えば、読み取り専用、読み書
き等）が与えられ得る。
【０１３９】
ライブラリ２５２に記憶されているブロック定義２５５は、データモジュール２６０内

40

で使用されるブロック２５５のインスタンス２５８を作成するために活用され得る。ブロ
ック定義２５５の１つ以上のプロパティ２６２が、ブロックインスタンス２５８について
具体的に定義され得る。ブロックインスタンス２５８は、ブロックインスタンス２５８へ
のデータが受信される、１つ以上の入力コネクタ２６５を含むように構成または設計され
得、また、ブロックインスタンス２５８は、１つ以上の出力コネクタ２７０を含むように
構成または設計され得、この出力コネクタを介して、出力データ（例えば、入力コネクタ
２６５を介して受信した入力データに基づいて動作するブロックインスタンス２５８の評
価から結果として生じるデータ）が、例えば、別のブロックインスタンス２５８（書き込
むかまたは記憶するため）、ユーザインターフェイス等に提供される。ブロックインスタ
ンス２５８の各入力コネクタ２６５は、データモジュール２６０の１本以上のワイヤ２７
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２を通じてデータを受信し得、ブロックインスタンス２５８の各出力コネクタ２７０は、
データモジュール２６０の１本以上のワイヤ２７２を通じてデータを提供し得る。データ
モジュール２６０の各ワイヤ２７２は、特定のブロックインスタンス２５８の特定の出力
コネクタ２７０と、別の特定のブロックインスタンス２５８の特定の入力コネクタ２６５
との間で相互接続を提供し、それによって、２つのデータブロックインスタンスの間にお
けるデータの移送を可能にする。
【０１４０】
ある実施形態においては、ブロック定義は、機能またはアクションのカテゴリによって
、ライブラリ２５２内で整理される。カテゴリは、サブカテゴリを含んでもよく、サブカ
テゴリは、サブサブカテゴリを含んでもよく、以降も同様である。例証的であるが非限定

10

的である例においては、ブロック定義ライブラリ２５２は、少なくともブロック定義の５
つのカテゴリ：Ｄａｔａ

Ｓｏｕｒｃｅｓ、Ｆｉｌｔｅｒｓ、Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒｓ

、Ｖｉｓｕａｌｉｚａｔｉｏｎｓ、及びＤａｔａ

Ｃｏｎｓｕｍｅｒｓを含む。

【０１４１】
Ｄａｔａ

Ｓｏｕｒｃｅｓカテゴリに含まれるブロック定義は、典型的には、データモ

ジュールの動作の基となる入力データを提供するデータソースに関連する、様々なアクシ
ョンを定義する。例えば、ＤａｔａＳｏｕｒｃｅｓカテゴリのブロック定義としては、入
力データセットを生成する「ＣｒｅａｔｅＤａｔａＳｅｔ」、オフラインまたはオンライ
ンデータソースから既存のデータセットをロードまたは獲得する「ＬｏａｄＤａｔａＳｅ
ｔ」、データベース（プロセス制御データベースまたは分析データベース等）からデータ

20

をロードまたは獲得する「ＬｏａｄＤＢ」、入力データセットをより長期的なデータスト
レージにヒストライズする「ＳａｖｅＤａｔａＳｅｔ」（例えば、その作成後に、入力デ
ータセットの試験のため等）等が挙げられ得る。更に、Ｄａｔａ

Ｓｏｕｒｃｅｓカテゴ

リの一部は、１つ以上のサブカテゴリを含み得る。例えば、ＣｒｅａｔｅＤａｔａＳｅｔ
及びＬｏａｄＤａｔａＳｅｔカテゴリは、各々、データセットが生成された特定のデータ
セットフォーマット及びまたは環境、例えばＣＳＶ（コンマ区切り）、Ｒａｓｐｂｅｒｒ
ｙ

Ｐｉ、Ｓｅｅｑ等についてのそれぞれのサブカテゴリを含み得る。概して、オフライ

ンＤａｔａ

Ｓｏｕｒｃｅｓブロックは、データファイル、プロセス制御データベース、

分析データベース等の静的データソースを獲得またはそれにアクセスするように構成され
る。他方で、オンラインＤａｔａ
Ｄａｔａ

Ｓｏｕｒｃｅｓブロックは、典型的には、オンライン

30

Ｓｏｕｒｃｅブロックの特定のインスタンスを、プロセスプラント内の１つ以

上のオンラインデータソースと関連させるバインディング定義を伴って構成される。構成
されたオンラインＤａｔａ

Ｓｏｕｒｃｅのコンパイルは、オンラインＤａｔａ

Ｓｏｕ

ｒｃｅブロックが、それがバインドされている１つ以上のオンラインデータスースによっ
て生成されたデータをストリーミングで受信するように、このバインディングをインスタ
ンス化する。
【０１４２】
データソースカテゴリは、選択されたデータを１つ以上のデータソースからサーチまた
は獲得することに関するブロック定義、例えば「ＱｕｅｒｙＤａｔａＳｏｕｒｃｅ」また
は「Ｑｕｅｒｙ」を有し得る。Ｑｕｅｒｙブロックは、オフラインデータソース及び／ま

40

たはオンラインデータソースに基づいて動作し得る。概して、Ｑｕｅｒｙブロック定義は
、データモジュールが、特定の種類のデータのアイデンティティ（例えば、列、タグ、ま
たは他の好適な識別子によって示される）を照会、獲得、または要求することを可能にし
、かつ／あるいは特定の時間間隔（複数の離れた時間間隔でもよい）中に生成されたデー
タのみ照会、獲得、または要求することを可能にする。なおも更に、Ｑｕｅｒｙブロック
は、データが取り込まれている、または記憶されているフォーマット及び／または環境に
関係なく、任意の種類のデータを照会することができる。クエリブロックの更なる詳細は
、本出願の後の節において提供される。
【０１４３】
Ｆｉｌｔｅｒｓカテゴリに含まれるブロック定義は、典型的には、データセットに実施
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することができる様々なフィルタリング技法を定義する。例えば、Ｆｉｌｔｅｒｓカテゴ
リのブロック定義としては、「Ｃｌｉｐ」、「ＨｉｇｈＰａｓｓ」、「ＬｏｗＰａｓｓ」
、「ＳＧＦ（例えば、サビツキーゴーレイフィルタリングの場合）」、「Ｅｘｐｏｎｅｎ
ｔｉａｌ」、「Ａｖｅｒａｇｉｎｇ」、「Ｗａｖｅｌｅｔ」等が挙げられ得る。
【０１４４】
データブロック定義ライブラリ２５２の「Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒｓ」カテゴリに含ま
れるブロック定義は、典型的には、データセットまたはフィルタされたデータセットの内
容を操作、分析、及び／または別様に転換する様々な技法を定義する。例えば、Ｔｒａｎ
ｓｆｏｒｍｅｒｓカテゴリとしては、入力データセットのクリーニングに対応するサブカ
テゴリのデータブロック定義、例えば、「ＦｉｌｌＮａＮ」（例えば、数字ではないデー

10

タセットのエントリを埋める）」、「ＲｍｖＯｕｔｌｉｅｒ」（例えば、異常値データを
取り除く）、「ＣｏｒｒｅｃｔＢａｄ」（例えば、入力データセット内で検出された不良
データを修正する）、「ＥｘｃｌｕｄｅＢａｄ」（例えば、検出された不良データを除外
する）等が挙げられ得る。加えて、Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒｓカテゴリは、「Ｓｃａｌｅ
」、「Ｓｈｉｆｔ」、「Ｓｐｌｉｔ」、「Ｍｅｒｇｅ」、「ＣｅｎｔｅｒＮｏｒｍａｌ」
、「ＤｏｗｎＳａｍｐｌｅ」、「ＴｉｍｅＯｆｆｓｅｔ」、「Ｃｏｌｕｍｎｓ」等の、入
力データセットの内容の操作に対応するサブカテゴリのデータブロック定義を含み得る。
更に、一部の実施形態においては、Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒｓカテゴリは、入力データセ
ット内のデータの整合に対応するサブカテゴリのブロック定義、例えば、「ＴｉｍｅＤｅ
ｌａｙ」、「ＬａｇＣｏｒｒｅｃｔ」等を含み得る。

20

【０１４５】
Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒｓカテゴリは、「Ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ」、「Ｃｌｕｓｔｅ
ｒｓ」、「ＲａｎｄｏｍＦｏｒｅｓｔ」、「ＣＢＰ（例えば、条件付きベイズ確率分析）
」、「ＫＭｅａｎｓ」、「ＦｏｕｒｉｅｒＴｒａｎｓｆｏｒｍ」、「ＦａｓｔＦｏｕｒｉ
ｅｒＴｒａｎｓｆｏｒｍ」、「ＰＬＳ」、「ＰＣＡ」等の、入力データセットを分析して
知識を得て、それらの内容について学習することに対応する、サブカテゴリのデータブロ
ック定義を含み得る。Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒｓカテゴリの一部のサブカテゴリは、１つ
以上のサブサブカテゴリを含み得る。例えば、Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒｓカテゴリの「Ｐ
ＣＡ」サブカテゴリは、「ＰＣＡ＿ＮＩＰＡＬＳ」（ＰＣＡ及び非線形反復部分最小二乗
法）、「ＰＣＡ＿ＳＶＤ」（ＰＣＡ及び特異値分解）、「ＰＣＡ＿Ｔｅｓｔ」等の、様々

30

な主構成要素分析技法に対応するサブサブカテゴリのデータブロック定義を含み得る。
【０１４６】
Ｖｉｓｕａｌｉｚａｔｉｏｎｓカテゴリのブロック定義は、典型的には、データモジュ
ールによって生成された出力を呈示するための様々な技法を定義する。例えば、Ｖｉｓｕ
ａｌｉｚａｔｉｏｎｓカテゴリは、「ＬｉｎｅＧｒａｐｈ」、「Ｃｈａｒｔ」、「Ｂａｒ
Ｇｒａｐｈ」、「ＳｃａｔｔｅｒＣｈａｒｔ」、「Ｈｉｓｔｏｇｒａｍ」、「ＤａｔａＧ
ｒｉｄ」、「ＤａｔａＣｌｏｕｄ」、「Ａｎｉｍａｔｉｏｎ」等の、グラフィカル及び／
または別様な視覚的表現に対応するサブカテゴリを含み得る。Ｖｉｓｕａｌｉｚａｔｉｏ
ｎｓカテゴリは、「ＲｏｕｎｄＳｉｇＦｉｇ」等の、特定のグラフィカル表現について出
力データを準備することに対応するサブカテゴリを含み得る。

40

【０１４７】
Ｄａｔａ

Ｃｏｎｓｕｍｅｒｓカテゴリのブロック定義は、典型的には、データモジュ

ールによって生成された出力データの様々なコンシューマまたは受信側に関するアクショ
ンを定義する。例えば、Ｄａｔａ

Ｃｏｎｓｕｍｅｒｓカテゴリは、ファイル、データベ

ース、または他の静的記憶領域への出力データの書き込みまたは保存を引き起こす、サブ
カテゴリ「Ｗｒｉｔｅ」を含み得る。そして、このサブカテゴリ「Ｗｒｉｔｅ」は、出力
データがどこにどのようにして書き込まれたり保存されたりするのかを示す、様々な種類
の場所、データベース、データベースフォーマット、ファイルフォーマット等に対応する
、それぞれのサブカテゴリを有し得る。Ｄａｔａ

Ｃｏｎｓｕｍｅｒｓカテゴリは、出力

データのストリーミング（例えば、分析データネットワーク１１２を介する）、またはデ
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ータのサブスクライバもしくは受信側（例えば、分散型データエンジン１０２ｘ、オンラ
インデータモジュール、プロセス制御システムによって実行されているアプリケーション
、ユーザインターフェイス等）への別様な公表もしくは送達を引き起こす、サブカテゴリ
「Ｐｕｂｌｉｓｈ」を含み得る。一部の実施形態においては、オフラインのＰｕｂｌｉｓ
ｈブロックをそのオンラインバージョンに転換するために、Ｐｕｂｌｉｓｈデータブロッ
クは、ライブデータコンシューマ（例えば、データモデルの出力のサブスクリプションを
有する、オンラインデータモジュール、実行中アプリケーション、プロセス制御デバイス
、要素、または構成要素等）にバインドされるように構成され、バインドされる。ある実
施形態においては、Ｄａｔａ

Ｃｏｎｓｕｍｅｒｓカテゴリは、サブカテゴリ「Ｃｏｎｖ

ｅｒｔ２Ｃｏｎｔｒｏｌ」を含み得、このサブカテゴリは、出力データを、従来型のプロ

10

セス制御通信ネットワークが理解するフォーマットの信号へと変換し、また、その信号を
、従来型のプロセス制御通信ネットワークを介して、プロセス制御エンティティ、要素、
デバイス、または構成要素へと送達して、プロセスプラント５における変化をもたらすか
、あるいは引き起こす。サブカテゴリ「Ｃｏｎｖｅｒｔ２Ｃｏｎｔｒｏｌ」は、例えば、
変化信号（例えば、制御ループ入力、制御ループ構成、メッセージ優先度、パラメータ値
等）の潜在的な受信側である、プロセスプラント５内の様々な従来型のプロセスプロトコ
ルフォーマット（例えば、ＨＡＲＴ、ＰＲＯＦＩＢＵＳ、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ等）
及び／または様々なターゲットに対応する、サブサブカテゴリを含み得る。例えば、Ｃｏ
ｎｖｅｒｔ２Ｃｏｎｔｒｏｌブロックは、Ｃｏｎｖｅｒｔ２Ｃｏｎｔｒｏｌブロックの出
力を受信し、そのオペレーションを適宜修正する、プロセスプラント５内の特定のプロセ

20

ス制御エンティティ、要素、デバイス、または構成要素にバインドするように構成され得
る。
【０１４８】
データブロック定義ライブラリ２５２は、その中に他のデータブロック定義を含み得、
それらの各々はカテゴリに属す場合または属さない場合がある。例えば、「Ｅｘｐｌｏｒ
ｅ」ブロックは、オフラインモードでの、ユーザによる、以上の他のデータブロックによ
って生成された出力データの探査を可能にする。例えば、Ｅｘｐｌｏｒｅデータブロック
は、その入力コネクタにおいて複数の異なるデータワイヤを受容し得、例えば、２つの入
力データセットを経時的に整合し、１つの線グラフを別の線グラフの上に重ねることによ
って、各それぞれのデータセットの情報を他方のデータセットの情報の隣に表示させる、

30

ヒストグラムを作成することによって、両方の入力データのセットを比較的な様式で含む
視覚的表現を生成し得る。Ｅｘｐｌｏｒｅブロックは、ユーザが、例えば、ｘ軸及び／ま
たはｙ軸の縮尺を増加／減少させること、図表に表示される統計データを整列及び／また
はフィルタリングすることによって、その出力のビジュアリゼーションを操作することを
可能にする。Ｅｘｐｌｏｒｅブロックは、その機能が主として、ドラフトデータモデルに
よって生成された出力データをユーザが探査及び理解するのを可能にすることであるため
、オンラインの相対物を有さない場合があることに留意されたい。
【０１４９】
ユーザが新しいデータモデルを開発する場合、ユーザは、データブロック定義ライブラ
リ２５２を呼び出すことができる（例えば、ユーザ制御部２４８ｍを介して切り替えるこ

40

とによって）。ユーザは、ライブラリ２５２から所望のデータブロックの定義を、キャン
バス２４５の所望の場所にドラッグアンドドロップすることで、キャンバス２４５に所望
のデータブロックを追加することができる（それによって、キャンバス２４５上に描写さ
れる、開発中のデータモジュールにそのデータブロックを追加することができる）。（無
論、ドラッグアンドドロップは、選択、位置付け、及び特定のデータブロックのデータモ
ジュールへの組み込みを示す１つの方法に過ぎず、それらを行う多数の他の好適な方法が
可能である。）ドラッグアンドドロップのオペレーションの後、選択したブロック定義は
ドラフトデータモジュールと関連付けられ、ドラフトデータモデルについてのそのデータ
ブロックのそれぞれのインスタンスが作成及び命名される。図４Ｄに例証される例示的シ
ナリオにおいて、ドラフトＭｏｄｕｌｅ

Ａ１は、開発プロセスの途中であり、その対応
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するドラフトのオフラインデータダイアグラムが、Ｄａｔａ

Ｓｔｕｄｉｏキャンバス２

４５上に示されている。インジケータ２４８ｃによって示されるように、Ｍｏｄｕｌｅ
Ａ１は「オフライン」ステータスを有する。ユーザは既に、ブロックＡ１−Ｂ１、Ａ１−
Ｂ２、及びＡ１−Ｂ３をドラフトＭｏｄｕｌｅ

Ａ１に追加しており、それらをワイヤＡ

１−Ｗ１及びＡ１−Ｗ２を用いて接続している。ユーザは、ライブラリ２５２を制御部２
４８ｍを介して呼び出し、ライブラリからブロックＢ４を選択し、ブロックＢ４をキャン
バス２４５上にドラッグアンドドロップしており（破線で示されるように）、ブロックＢ
４のインスタンスを「Ａ１−Ｂ４」と命名するプロセスの途中である。ブロックＢ４のイ
ンスタンスを命名した後、ユーザは、ワイヤで、Ａ１−Ｂ４をドラフトＭｏｄｕｌｅ

Ａ

１の１つ以上の他のデータブロックと相互接続し得る。例えば、ユーザは、Ａ１−Ｂ４の

10

入力コネクタ上でカーソルをホバリングし、クリックして、選択した入力コネクタへの新
しいワイヤ接続を作成し得る。次いで、ユーザは、キャンバス２４５上の別のブロックイ
ンスタンスの所望の出力コネクタ上でクリックして、選択した入力コネクタを所望の出力
コネクタに相互接続する新しいワイヤを作成し、それによって２つのブロックインスタン
スを相互接続し得る。別の例においては、ユーザは、別のブロックインスタンスの出力コ
ネクタ上でカーソルをホバリングし、クリックして、選択した出力コネクタへの新しいワ
イヤ接続を作成し、Ａ１−Ｂ４の所望の入力コネクタ上でクリックして、相互接続するワ
イヤを作成することができる。無論、任意の好適なユーザ制御メカニズムが、ブロックイ
ンスタンス間におけるワイヤ相互接続を作成するために活用され得る。
20

【０１５０】
Ｄａｔａ

Ｓｔｕｄｉｏキャンバス２４５において、ユーザは、特定のブロックインス

タンスについて、ブロックの所与のプロパティの値を修正することができる。例証のため
、図４Ｅは、Ｄａｔａ

Ｓｔｕｄｉｏキャンバス２４５の一部分を描写しており、ここで

はデータモジュールＢ１が開発されている。ドラフトＭｏｄｕｌｅ

Ｂ１に含まれる２つ

のブロックインスタンス、すなわちＢ１−ＦｉｌｌＮａＮ及びＢ１−ＰＣＡが、キャンバ
ス２４５上に位置付けられ、相互接続されている。Ｂ１−ＦｉｌｌＮａＮは、図４Ｅには
示されていないデータソースからその入力データセットを受信し、Ｂ１−ＰＣＡは、２つ
の出力、「Ｍｏｄｅｌ」２８０ａ及び「Ｓｃｏｒｅｓ」２８０ｂを、それぞれのコンシュ
ーマまたは受信側ブロック（これも図示せず）に提供する。ユーザは、彼または彼女が、
Ｂ１−ＰＣＡブロックインスタンスに対応するブロック定義プロパティの値の修正を所望

30

することを示している（例えば、Ｂ１−ＰＣＡブロックインスタンス上でホバリングする
ことによって、Ｂ１−ＰＣＡブロック上でダブルクリックすることによって、あるいは任
意の他の好適なユーザ制御メカニズムを用いることによって）。ユーザ制御部のアクティ
ブ化に応答して、ＰＣＡブロック定義に対応する定義されたプロパティの一覧表を含むウ
ィンドウ２８２が現れている（例えば、フローティングダイアログボックス、ポップアッ
プウィンドウ、または何らかの他の好適な表現として）。次いで、ユーザは、ウィンドウ
２８２を介して、Ｂ１−ＰＣＡの様々なブロックプロパティの値を、所望に応じて修正す
ることができる。
【０１５１】
先に考察したように、各データブロックのプロパティは（存在する場合）、ブロック定

40

義ライブラリ２５２に記憶されている、そのそれぞれのブロック定義によって定義されて
いる。ブロック定義及びそれらそれぞれのプロパティの例証的（しかし非限定的である）
な例が、図４Ｆ〜４Ｈに示される。ブロック定義ライブラリ２５２は、図４Ｆ〜４Ｈに示
される例示的ブロック定義のうちの１つ以上を含んでもよく、これらの例示的ブロック定
義をどれも含まなくてもよく、ならびに／または他のブロック定義を含んでもよいことが
理解される。更に、図４Ｆ〜４Ｈに示される各例示的ブロック定義のプロパティの数、種
類、及びデフォルト値もまた、本明細書に記載される例とは相違してもよい。
【０１５２】
図４Ｆにおいては、「ＬｏａｄＤＢ」データブロック２８５ａのデータブロック定義テ
ンプレートが、例えば、ユーザがライブラリ２５２からＬｏａｄＤＢブロック定義をキャ
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ンバス２４５上にドラッグし、続いて、彼または彼女が、ＬｏａｄＤＢデータブロック２
８５ａのブロックプロパティ値を閲覧及び／または修正して、ブロック２８５ａの特定の
インスタンスを作成するのを所望することを示した結果として、ＤＤＥ
ｔｅｒｆａｃｅ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎによって呈示されている。データモデルのオフ

ラインダイアグラム内でＬｏａｄＤＢブロック２８５ａが実施するアクションまたは機能
としては、データモデルの運転が基づく特定のデータセットをロードすること（または別
様に、そのデータセットの内容を獲得すること）が挙げられる。例えば、特定の入力デー
タセットは、データベースまたはファイルからロードまたは獲得され得る。ユーザは、例
えば、ドロップダウンメニュー、（例えば、プロセス制御データベース、またはプロセス
制御システムと関連付けられる他のデータベースの）サーチ及び選択、自由形式テキスト

10

入力等を介して、所望の名称、インジケータ、または値をＤａｔａｂａｓｅＮａｍｅプロ
パティフィールド２８５ｂ及びＤａｔａＳｅｔプロパティフィールド２８５ｃに入力する
ことで、データモデルにロードされる特定の入力データセットを示すことができる。例え
ば、ユーザは、ドロップダウンメニューから所望のＤａｔａｂａｓｅＮａｍｅ２８５ｂを
選択することができ、所望のデータベース２８５ｂのその選択が、選択／特定されたデー
タベース２８５ｂのデータセット２８５ｃのみを含む、ＤａｔａＳｅｔフィールド２８５
ｃの対応するドロップダウンメニューの提供につながる。ＬｏａｄＤＢブロック２８５ａ
はまた、Ｐｌｏｔプロパティフィールド２８５ｄも含み、この実装形態においては、Ｐｌ
ｏｔプロパティフィールドはブール値フラグであり、その値は、データベース２８５ｂか
らのデータセット２８５ｃのプロットが、ＬｏａｄＤＢブロックインスタンスが評価され

20

るときに、生成／呈示されるか否かを示す。Ｐｌｏｔ２８５ｄが「はい」に設定されてい
る場合、ブロック評価の後に、ロードされたデータセット２８５ｃのプロットが、例えば
、ＬｏａｄＤＢブロックインスタンスのＶｉｅｗ

Ｂｌｏｃｋ

Ｒｅｓｕｌｔｓ領域２１

２において、キャンバス２４５に示されるＬｏａｄＤＢブロックインスタンスのグラフィ
カル表現に表示される。ＬｏａｄＤＢブロック２８５ａの場合、Ｐｌｏｔプロパティ２８
５ｄは任意選択であり、その値はデフォルトでは「無し」となる（例えば、ブロックが評
価されるとき、ロードされた入力データセットのプロットは生成／呈示されない）。ユー
ザが全ての所望の値をＬｏａｄＤＢデータブロック２８５ａのプロパティフィールド２８
５ｂ、２８５ｃ、及び２８５ｄに入力した後、ユーザは、修正したプロパティ値を保存し
て、それにより、ＬｏａｄＤＢデータブロックテンプレート２８５ａを、ユーザが作成／

30

開発しているデータモデルにおいて使用されるＬｏａｄＤＢデータブロック２８５ａの特
定のインスタンスを作成するように構成することができる。ユーザは、例えば、キャンバ
ス２４５に示されるブロックインスタンスのブロック名称フィールド２１０に、所望の名
称（例えば、「ＬｏａｄＤＢ−１」）を入力することで、特定のインスタンスを命名する
ことができる。
【０１５３】
図４Ｇは、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎによって

呈示される、「Ｃｏｌｕｍｎｓ」データブロック２８６ａのデータブロック定義テンプレ
ートを例証する。Ｃｏｌｕｍｎｓデータブロック２８６ａの特定のインスタンスは、Ｓｅ
ｌｅｃｔｅｄＣｏｌｕｍｎｓプロパティフィールド２８６ｂのそのプロパティ値によって

40

特定されるように、ロード／獲得されたデータセットからのデータの選択されたグループ
（本明細書においては、データの「列」または「タグ」で参照されるデータと呼ぶ）を抽
出または獲得する。例えば、Ｃｏｌｕｍｎｓデータブロック２８６ａは、その入力コネク
タを介して、例えばＬｏａｄＤＢデータブロック２８５ａのインスタンスから、データセ
ット（または、ポインタ、インジケータ、もしくはデータセットに対する他の参照等の、
その何らかの指標）を受信する。Ｃｏｌｕｍｎｓデータブロック２８６ａのＳｅｌｅｃｔ
ｅｄＣｏｌｕｍｎｓプロパティ２８６ｂは、ユーザが、データモデルの他のブロックがそ
れに基づいて動作することを所望する、入力データセットの１つ以上の列、タグ、または
他の部分を、ユーザが選択することを可能にする。例えば、図４Ｇに示されるように、ユ
ーザは、ＤａｔａｓｅｔＡのタグのリストをスクロールして、所望のタグをハイライト表
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示させるプロセスの途中である。典型的には（必ずしもそうではないが）、選択された列
またはタグは、入力データセットに含まれる全ての列またはタグのサブセットである。ユ
ーザは、列またはタグ選択２８６ｂ（また、存在する場合は、他のブロックプロパティ）
を保存して、それにより、Ｃｏｌｕｍｎｓデータブロック２８６ａを、特定のインスタン
ス、例えばユーザが作成／開発しているデータモデルにおいて使用される特定のインスタ
ンスを作成するように構成することができる。ユーザは、例えば、そのブロック名称フィ
ールド２１０に所望の名称を入力することで、Ｃｏｌｕｍｎｓ２８６ａの特定のインスタ
ンスを命名することができる。
【０１５４】
図４Ｈは、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎによって

10

呈示される、「ＰＣＡ＿ＮＩＰＡＬＳ」データブロック２８７ａのデータブロック定義テ
ンプレートを例証する。ＰＣＡ＿ＮＩＰＡＬＳデータブロック２８７ａは、データのセッ
トに対して、主構成要素分析（ＰＣＡ）と、非線形反復部分最小二乗法とを実施する。例
えば、ＰＣＡ＿ＮＩＰＡＬＳデータブロック２８７ａは、その入力コネクタを介して、Ｃ
ｏｌｕｍｎｓデータブロック２８６ａのインスタンスによって決定された、データの列も
しくはタグ（または、そのインジケータもしくはそれに対する参照）を受信し得る。別の
例においては、ＰＣＡ＿ＮＩＰＡＬＳデータブロック２８７ａは、その入力コネクタを介
して、ＬｏａｄＤＢ２８５ａデータブロックによって、データモデルによる使用のために
ロードされた、全体のデータセット（または、そのインジケータもしくはそれに対する参
照）を受信し得る。ＰＣＡ＿ＮＩＰＡＬＳブロック２８７ａのテンプレートは、所望され

20

る場合、ＰＣＡの構成要素の数２８７ｂ及び信頼水準２８７ｃのユーザによる選択を可能
にする。プロパティフィールド２８７ｂ、２８７ｃの両方がＰＣＡ＿ＮＩＰＡＬＳブロッ
ク２８７ａについては任意選択であり、デフォルト値（例えば、ＰＣＡ＿ＮＩＰＡＬＳの
ブロック定義において定義される）またはゼロに設定され得る。図４Ｈに示される例示的
シナリオにおいては、ユーザは、ＰＣＡ＿ＮＩＰＡＬＳの現在のインスタンスが、２つの
構成要素２８７ｂと、少なくとも９５％の信頼水準２８７ｃとを生成するように構成され
ることを示している。ＰＣＡ＿ＮＩＰＡＬＳデータブロック２８７ａテンプレートは、ユ
ーザが作成／開発しているデータモデルにおいて使用される特定のインスタンスを作成す
るように構成することができ（プロパティ値の修正を伴って、または伴わずに）、また、
ユーザは、例えばそのブロック名称フィールド２１０に所望の名称を入力することで、特

30

定のインスタンスを命名することができる。
【０１５５】
一部の種類のデータブロックは、前のブロックによって生成された出力データに基づい
て動作する、コンシューマまたは受信側データブロックである。これらの種類のコンシュ
ーマデータブロックは、これらのコンシューマデータブロックを構成するために、評価さ
れるべき前段階のブロックを必要とする場合がある。例えば、ＬｏａｄＤＢブロック４８
５ａのインスタンスは、Ｃｏｌｕｍｎｓブロック４８６ａのインスタンスにデータを提供
するようにワイヤでつなげられ、ＬｏａｄＤＢブロックインスタンス４８５ａの評価はデ
ータセットを提供し、このデータセットから、ユーザはＣｏｌｕｍｎｓブロックインスタ
ンス４８６ａを構成するための特定の列またはタグを選択し得る。

40

【０１５６】
ここでオフラインデータブロック及びデータモジュールの評価に注目すると、オフライ
ンデータモジュールは、それが開発されている間に繰り返し評価することができ、評価す
るために完全に完成している必要はない。したがって、オフラインデータモジュールの評
価は、非同期的に実施することができ、それにより、ユーザは、ドラフトデータモジュー
ルの一部の評価、評価に基づくドラフトデータモジュールの修正、再評価、再修正、再々
評価等を行うことができる。例えば、ユーザは、データモジュールの開始データブロック
を作成し、その単一のデータブロックを評価し、次いで第２のデータブロックを第１のデ
ータブロックに接続し、第２のデータブロックのみを評価し（あるいは、第１及び第２の
データブロックの両方を全体として評価し）、更に４つのデータブロックを追加し、新規
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に追加したデータブロックのみを評価する（あるいは、６つのデータブロック全てを全体
として評価する）等してもよい。すなわち、所望の数のデータブロックインスタンス及び
／または関連付けられるワイヤが、オフラインまたはドラフトデータモジュールの作業中
のデータダイアグラムに追加されたとき、キャンバス２４５に表されるモジュール（また
はその一部）は、例えば、ナビゲーションバー２４２の評価ユーザ制御部２４８ｉをアク
ティブ化することによって評価できる。例えば、ユーザが、キャンバス２４５上に呈示さ
れるブロック及びワイヤの全体を評価することを所望する場合、ユーザは、ユーザ制御部
２４８ｉを単に評価し得る。一方で、ユーザが、キャンバス２４５上に呈示されるブロッ
ク及びワイヤのサブセットのみを評価することを所望する場合、ユーザは、所望のブロッ
ク及び／またはワイヤを選択し（例えば、クリック、投げ縄ツール、または他の好適なメ

10

カニズムで）、次いで、制御部２４８ｉをアクティブ化して、選択したブロック及びワイ
ヤのセットを評価させ得る。
【０１５７】
図４Ｉは、オフラインデータダイアグラム２８８がどのように評価され得るかの例を例
証する。オフラインデータダイアグラム２８８が作成または開発されている間、Ｄａｔａ
Ｓｔｕｄｉｏキャンバス２４５上に示されるそのブロック及び相互接続の表現は、伝送
ファイルまたはドキュメント２９０（本明細書においては、「構成ファイル」とも呼ばれ
る）に記憶され、この伝送ファイルまたはドキュメントは、ＪＳＯＮ（Ｊａｖａ
ｉｐｔ

Ｏｂｊｅｃｔ

Ｓｃｒ

Ｎｏｔａｔｉｏｎ）または任意の他の所望のフォーマット等の、

軽量データ交換フォーマットのものであり得る。したがって、グラフィカルオフラインデ

20

ータダイアグラム２８８は、伝送ストレージファイルまたはドキュメント２９０にバイン
ドされる。ユーザが、彼または彼女がオフラインデータダイアグラム２８８またはその一
部が評価されるのを所望していることを示すとき（例えば、ユーザ制御部２４８ｉの活性
化によって）、伝送ファイルまたはドキュメント２９０は、ターゲット実行環境の言語へ
とコンパイルされ、それによって、データダイアグラム２８８にとって実行可能なコード
２９２が生成される。ある実施形態においては、伝送ファイルまたはドキュメント２９０
は、複数の部分へと分割され得、これらの部分の各々が、異なるターゲット環境において
実行可能である異なるターゲット言語へとコンパイルされる（例えば、異なるターゲット
言語の実行可能なコード２９２の複数のチャンクまたはセグメントが、伝送ストレージフ
ァイルまたはドキュメント２９０から生成され得る）。オフラインデータダイアグラム２

30

８８の実行可能なコード２９２が生成された後、コード２９２の実行を管理及び調整する
ためのプロセスが作成され、これは、異なるターゲット環境にまたがる場合またはまたが
らない場合があり、ならびに／あるいは異なるプロセッサによって実施される場合または
実施されない場合がある。
【０１５８】
オフラインデータダイアグラム２８５の様々なブロックが実行または評価されている間
に、プロセスは、Ｄａｔａ

Ｓｔｕｄｉｏに対してフィードバックを送信し得る。例えば

、プロセスからのフィードバックに基づき、Ｄａｔａ

Ｓｔｕｄｉｏはオフラインダイア

グラム２８５の各データブロックのそれぞれのステータスインジケータ２０８をアップデ
ートして、ブロックがコンパイルしているか、評価しているか、評価が成功裏に終了した

40

か、または評価が不成功に終了したか（例えば、失敗したか）を示す。実際、概して、図
４Ｉに例証されるコンパイル及び実行プロセスを通じて、フィードバックがＤａｔａ

Ｓ

ｔｕｄｉｏに返され、ユーザインターフェイスに示され得る。例えば、プロセスからのフ
ィードマックに基づき、Ｄａｔａ

Ｓｔｕｄｉｏはモジュールステータスインジケータ２

４８ｋ及び／またはオフラインステータスインジケータ２４８ｃをアップデートして、モ
ジュールが全体としてコンパイルを受けているか、評価を受けているか、評価が成功裏に
終了したか、または評価が不成功に終了したかを示す。
【０１５９】
ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎにおいては、オフラ

インデータブロック、ダイアグラム、及びモジュールを評価するために使用されるインフ
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Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅｓに

よって提供される。例えば、評価ユーザ制御部２４８ｉのアクティブ化は、Ｄａｔａ
ｎａｌｙｔｉｃｓ

Ａ

Ｓｅｒｖｉｃｅｓを発動させて、キャンバス２４５上で現在開発され

ているオフラインデータブロック、ダイアグラム、もしくはモジュール（またはそれらの
一部）の評価を実施させ、これは、例えば、複数の異なるバックエンドプラットフォーム
（例えば、複数の異なるターゲット言語、コンパイラ、プロセッサ、及び／またはターゲ
ット環境）を活用し得る。したがって、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐ

ｌｉｃａｔｉｏｎは、データブロック、ダイアグラム、またはモジュールを実装するため
に活用されるバックエンドプラットフォームと関わる（または、その知識を有する）必要
性からユーザを保護する。すなわち、ユーザは、Ｄａｔａ

Ｓｔｕｄｉｏ及びＤａｓｈｂ

10

ｏａｒｄの特色（例えば、データブロック定義ライブラリ２５２、キャンバス２４５、及
び関連付けられるユーザ制御部）を、データダイアグラムを用いてデータモジュールを設
計または操作するためだけでなく、それらの設計をリアルタイムかつバックエンドプラッ
トフォームからは独立して展開するためにも活用することができ、このバックエンドプラ
ットフォームは、Ｄａｔａ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

」に管理される。また、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｓｅｒｖｉｃｅｓによって、「秘密裏

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏ

ｎアーキテクチャは、有利なことに、ユーザが直面するデータモジュール設計、評価、試
験、及び展開機能性に影響を及ぼすことなく、追加的なバックエンドプラットフォーム及
び／または構成要素が追加または削除されることを可能にする。
20

【０１６０】
Ｄａｔａ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅｓ及びその評価についてのサポートの

より詳細な説明が、後の節において提供される。
【０１６１】
図４Ａを参照すると、先に考察したように、オフラインモードにおけるデータモジュー
ルの評価は、反復型プロセスであり得る。ユーザがドラフトデータモジュールに関してブ
ロックを追加及び構成する際、ユーザは、追加されたブロックを評価することができ、各
ブロックのステータスは、そのそれぞれのステータスアイコンによって反映される（例え
ば、図４Ａに示されるインジケータ２０８）。ブロックの評価が不成功または失敗であっ
た状況においては、ユーザがその失敗につながった任意の問題に対処することができるよ
うに、ユーザは、その失敗に関する詳細を獲得し得る（例えば、「失敗」ステータスイン

30

ジケータ２０８を選択またはクリックすることによって）。ブロックの評価が成功した状
況においては、ユーザは、例えばブロックのそれぞれのブロック結果閲覧アイコン２１２
を選択またはクリックすることによって、ブロック評価の結果を閲覧することができる。
ある実施形態においては、ユーザが「ブロック結果閲覧」２１２を選択したとき、モーダ
ルダイアログまたはビジュアリゼーションダイアログが現れ得（例えば、ポップアップウ
ィンドウ、フローティングダイアログボックス、または他の好適なフォーマットとして）
、ユーザは様々なビジュアリゼーションを閲覧及び探査して、データブロック結果を見る
ことができる。
【０１６２】
実際、データブロックが実行または評価されるとき、データブロックは、（例えば、ワ

40

イヤ及び入力コネクタを介して）それに移送されたデータに基づいて動作するデータブロ
ックの効果（複数可）をユーザが決定するのを補助するために有用であり得る、任意の種
類の結果（複数可）を記憶し得る。記憶される結果（複数可）の種類は、典型的には、ブ
ロックに対して特異的であり（また、一部の場合においては、ブロックの特定のインスタ
ンスに対して特異的であり）、ブロック開発者によって定義または決定され得る。これら
の結果は、モーダルダイアログウィンドウまたはビジュアリゼーションダイアログウィン
ドウを介してユーザに示され得る。
【０１６３】
ブロック及び／またはブロックインスタンスに特異的な結果に加えて、ＤＤＥ
ｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ｕｓｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎは、データブロックのうちの２つ以上
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（また、一部の場合においては、大部分または全て）に対して適用可能であり得る標準ビ
ジュアリゼーションを提供し得る。例えば、ブロックが実行されるとき、データセットの
各列、タグ、または部分について平均、標準偏差、及び他のそのような統計が計算され、
結果として生じるデータセットと共に記憶され得るようにブロックの実行の末期において
、データの状態についての様々な統計の標準セットが収集され得る。特定のブロックイン
スタンスのビジュアリゼーションダイアログが呈示されるとき（例えば、それぞれのユー
ザ制御部２１２のアクティブ化を介して）、各列、タグ、または部分についての標準統計
の計算セットがデータ記憶から回収され、ユーザに対して呈示される。次いで、ユーザは
、目的の列／タグ／部分を選択し、Ｄａｔａ

Ｓｔｕｄｉｏに、該列／タグ／部分の統計

を表すそれぞれの図表または他の視覚的フォーマット（例えば、線図、散布図、ヒストグ

10

ラム、データグリッド、データ要約グリッド、データの分散を示す計算された統計及びヒ
ストグラム等）を生成するように要求することができる。ある実施形態においては、統計
及びデータセットは独立的に記憶されるが、これは、結果として生じるデータセットから
独立的に統計を記憶することが、有利なことに、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎが、必要とされる量のデータのみをブラウザにロードすること
を可能にするためである。
【０１６４】
標準的ビジュアリゼーション及びカスタムビジュアリゼーションを呈示するための例示
的アーキテクチャ３００が、図４Ｊに示される。例示的アーキテクチャ３００においては
、「Ｂｌｏｃｋ１」３０２についてのデータブロックコードが実行され、結果として生じ

20

るデータセット３０５、計算された標準統計／他のビジュアリゼーション３０８、及びＢ
ｌｏｃｋ１に特異的な結果３１０が生成され、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎによって管理されるローカルまたはリモートの記憶領域３１２内
に記憶される。Ｄａｔａ

Ｓｔｕｄｉｏインスタンス３１５（例えば、ブラウザウィンド

ウ）においては、Ｂｌｏｃｋ１グラフィックに表示される「ブロック結果閲覧」ユーザ制
御部２１２をユーザが選択すると、Ｂｌｏｃｋ１についての計算された統計３０８（例え
ば、標準セット及び／または任意のカスタムビジュアリゼーション）がＤａｔａ

Ｓｔｕ

ｄｉｏインスタンス３１５にロードされ３１８、ユーザは、所望の列、タグ、または目的
の部分を選択することができる。Ｂｌｏｃｋ１の所望される列／タグ／部分をユーザが選
択すると、ユーザによる閲覧及び探査のために、対応するデータがＤａｔａ

Ｓｔｕｄｉ

30

ｏインスタンス３１５にロードされる３２０。
【０１６５】
経時的に、複数のデータモジュールが構成され、例えば、同じプロセス制御システム５
内において、かつ／あるいは複数のプロセス制御システムを有するエンタープライズにま
たがって、ブロック構成及び使用法の共通のパターンが起こり得る。そのような共通性が
特定された場合、個別のデータブロックのセットをグループ化して、それらの共通の挙動
をカプセル化する新しいブロック、例えば、複合ブロックを形成することが望ましくあり
得る。一部のシナリオにおいては、例えば、特定のプロパティ値のセットが経時的に繰り
返されていることが見出されるとき、またはユーザがカスタムデータオペレーションもし
くは機能を定義することを所望するとき、カスタムの一元的なデータブロックを定義する

40

ことが望ましくあり得る。カスタム及び／または複合データブロックは、それらが他のデ
ータモジュールにおける使用について利用可能であるように、ライブラリ２５２内で作成
及び記憶され得る。複合データブロックの作成を例証する例示的シナリオ３３０が、図４
Ｋに示される。データダイアグラム３３２においては、ユーザは、特定の関係性（例えば
、「Ｆｉｌｌ

ＮａＮ」及び「Ｓｃａｌｅ」）３３５を有する２つの一元的なデータブロ

ックを選択して、新しい複合ブロックを形成する。Ｄａｔａ

Ｓｔｕｄｉｏによって提供

されるモーダルダイアログボックス、ポップアップウィンドウ、または他の好適なインタ
ーフェイスを用いて、ユーザは、所望の名称「Ｆｉｌｌ
複合ブロックを構成または定義し、この新しい「Ｆｉｌｌ

＆

Ｓｃａｌｅ」をもつ新しい
＆

Ｓｃａｌｅ」複合ブロッ

クをデータブロック定義ライブラリ２５２に保存する（参照３３８）。「Ｆｉｌｌ

＆
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Ｓｃａｌｅ」が定義及び保存されてしばらく経った後、個別の「Ｆｉｌｌ

ＮａＮ」及び

「Ｓｃａｌｅ」データブロックを用いる代わりに、この新しい複合ブロックを別のデータ
ダイアグラム３３９に組み込むことができる。
【０１６６】
図４Ｌは、上記の特色及び原理の一部を例証する例示的オフラインデータダイアグラム
３４０を描写しており、これは、図４Ａ、４Ｂ、及び４Ｆ〜４Ｈを同時に参照しながら本
明細書において説明される。図４Ｌにおいては、例示的オフラインデータダイアグラム３
４０は、Ｄａｔａ

Ｓｔｕｄｉｏのユーザキャンバス２４５において、ユーザによって作

成された。具体的には、ユーザは、例えばキャンバス２４５の制御部２４８ｍをアクティ
ブ化することでブロック定義ライブラリ２５２を呼び出し、ＬｏａｄＤＢブロックテンプ

10

レート２８５ａをキャンバス２４５上にドラッグアンドドロップした。更に、ユーザは、
ＬｏａｄＤＢブロック２８５ａのこの特定のインスタンスを「ＬｏａｄＤＢ４Ｍ」（参照
３４２ａ）と命名し、例えば、ＬｏａｄＤＢ４Ｍブロック３４２ａのフィールド２８５ｃ
及び２８５ｂにおけるプロパティ値を設定することによって、Ｄａｔａｂａｓｅ

Ｍから

Ｄａｔａｓｅｔ４をロードするようにＬｏａｄＤＢ４Ｍブロックインスタンス３４２ａを
構成した。加えて、図４Ｌにおいて明確に描写されてはいないが、ユーザは、ブロックＬ
ｏａｄＤＢ４Ｍ３４２ａを評価する際、ロードされたＤａｔａｓｅｔ４のプロットが生成
され、ＬｏａｄＤＢ４Ｍブロック３４２ａのＶｉｅｗ

Ｂｌｏｃｋ

Ｒｅｓｕｌｔｓフィ

ールド２１２ａに呈示されるように、ＬｏａｄＤＢ４Ｍ３４２ａのＰｌｏｔプロパティ値
20

２８５ｄを「Ｔｒｕｅ」に設定した。
【０１６７】
ユーザがＬｏａｄＤＢ４Ｍブロックインスタンス３４２ａを構成した後、ユーザは、Ｌ
ｏａｄＤＢ４Ｍブロックインスタンス３４２ａの出力に、２つの受信側Ｃｏｌｕｍｎｓブ
ロックインスタンス３４２ｂ、３４２ｃを接続した。例えば、ユーザは、Ｃｏｌｕｍｎｓ
データブロックテンプレート２８６ａの２つの異なるインスタンスをキャンバス２４５上
にドラッグアンドドロップし、これらのインスタンスをそれぞれ、「Ｃｏｌｕｍｎｓ
」（参照３４２ｂ）及び「Ｃｏｌｕｍｎｓ
ーザは、Ｃｏｌｕｍｎｓ

Ｘ

Ｙ」（参照３４２ｃ）と命名した。更に、ユ

Ｘブロック３４２ｂ及びＣｏｌｕｍｎｓ

Ｙブロック３４２ｃ

のそれぞれの入力の各々を、相互接続ワイヤを用いることで、ＬｏａｄＤＢ４Ｍブロック
30

３４２ａの出力に接続した。
【０１６８】
ユーザはまた、Ｃｏｌｕｍｎｓ

Ｘブロック３４２ｂ及びＣｏｌｕｍｎｓ

Ｙブロック

３４２ｃを、ＬｏａｄＤＢ４Ｍブロック３４２ａの評価に基づくように構成した。具体的
には、ユーザはまず、ＬｏａｄＤＢ４Ｍブロック３４２ａを評価し（例えば、キャンバス
２４５上のブロック３４２ａの画像を選択し、「評価」ユーザ制御部２４８ｉをアクティ
ブ化することによって）、それにより、ＬｏａｄＤＢ４Ｍブロック３４２ａを、Ｄａｔａ
ｂａｓｅ

ＭからＤａｔａｓｅｔ４をロードまたは獲得するようにコンパイル及び実行さ

せた。ＬｏａｄＤＢ４Ｍブロック３４２ａのＰｌｏｔプロパティは「Ｔｒｕｅ」に設定さ
れているため、ＬｏａｄＤＢ４Ｍブロック３４２ａのこの評価はまた、ロードされたＤａ
ｔａｓｅｔ４のＰｌｏｔを、例えば、ＬｏａｄＤＢ４Ｍブロック３４２ａのＶｉｅｗ
ｌｏｃｋ

Ｂ

40

Ｒｅｓｕｌｔｓフィールド２０２ａ（図４Ｌには図示せず）に表示させる。こ

のプロットを用いて、ユーザは、Ｄａｔａｓｅｔ４内のデータの様々な列、タグ、または
サブグループ分けを閲覧及び探査し、続いてＣｏｌｕｍｎｓ

Ｘブロック３４２ｂを、Ｄ

ａｔａｓｅｔ４内で「Ｘ」と標識またはタグ付けされたデータのサブグループまたは列を
受信するように構成し、Ｃｏｌｕｍｎｓ

Ｙブロック３４２ｃを、Ｄａｔａｓｅｔ４内で

「Ｙ」と標識またはタグ付けされたデータのサブグループまたは列を受信するように構成
した（例えば、Ｃｏｌｕｍｎｓブロック３４２ｂ、３４２ｃの各々について、それぞれ、
Ｃｏｌｕｍｎｓブロックテンプレート２８６ａのプロパティフィールド２８６ｂにおいて
、適切なサブグループ、列、またはタグインジケータを選択することによって）。したが
って、Ｃｏｌｕｍｎｓ

Ｘブロック３４２ｂの評価は、「Ｘ」と特徴付け、標識、または
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タグ付けされるＤａｔａｓｅｔ４からのデータのみがブロック３４２ｂにおいてロードま
たはアクセスされることをもたらし、Ｃｏｌｕｍｎｓ

Ｙブロック３４２ｃの評価は、「

Ｙ」と特徴付け、標識、またはタグ付けされるＤａｔａｓｅｔ４からのデータのみがブロ
ック３４２ｃにおいてロードまたはアクセスされることをもたらす。
【０１６９】
ユーザはまた、オフラインデータダイアグラム３４０において、Ｐａｒｔｉａｌ
ａｓｔ

Ｌｅ

Ｓｑｕａｒｅｓ（ＰＬＳ）ブロックをドラッグ、ドロップ、及び構成した。具体

的には、ユーザは、ＰＬＳブロックインスタンス３４２ｄを「ＰＬＳ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙ」と命
名し、このＰＬＳ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３４２ｄを、Ｃｏｌｕｍｎｓ
ｂの出力と、Ｃｏｌｕｍｎｓ

Ｘブロック３４２

Ｙブロック３４２ｃの出力とを、そのそれぞれの入力で受

信するように構成した。ＰＬＳ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３４２ｃは、Ｃｏｌｕｍｎｓ
ロック３４２ｂ及びＣｏｌｕｍｎｓ

10

Ｘブ

Ｙブロック３４２ｃによって提供されるデータに対

して、部分最小二乗機能、アクション、アルゴリズム、またはオペレーションを動作させ
るか、あるいは実施し、その結果（例えば、Ｃｏｌｕｍｎｓ

ＸとＣｏｌｕｍｎｓ

Ｙデ

ータとの間の関係性に基づいて生成される、それぞれのＰＬＳモデル）は、ＰＬＳ４Ｍ＿
Ｘ＿Ｙブロック３４２ｄの出力を介して、Ｅｘｐｌｏｒｅ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３４２ｅ
へと提供される。他のブロック３４２ａ〜３４２ｄと同様に、Ｅｘｐｌｏｒｅ４Ｍ＿Ｘ＿
Ｙブロック３４２ｅは、ユーザがキャンバス２４５上にドラッグアンドドロップし、命名
し、構成した、それぞれのＥｘｐｌｏｒｅブロック定義のインスタンスである。
20

【０１７０】
オフラインダイアグラム３４０においては、Ｅｘｐｌｏｒｅ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３４
２ｅは、ＰＬＳ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３４２ｄによって生成された出力を受信するように
構成されているが、３４２ｄに加えて、ユーザは、Ｅｘｐｌｏｒｅ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック
３４２ｅも、例えばワイヤ３４２ｆを介して、Ｃｏｌｕｍｎｓ

Ｙブロック３４２ｃの直

接出力を入力として受信するように構成した。この構成によって、ユーザは、Ｅｘｐｌｏ
ｒｅ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３４２ｅを通じて、例えば１つ以上のビジュアリゼーション及
び／または統計を呈示することで、ＰＬＳ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３４２ｃの出力とＣｏｌ
ｕｍｎｓ

Ｙブロック３４２ｃの出力との間の関係性を探査することが可能になる。例え

ば、典型的には、ＰＬＳ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３４２ｃの出力は、１つ以上の予測値を含
む。Ｅｘｐｌｏｒｅ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３４２ｅは、ユーザに、ＰＬＳ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブ
ロック３４２ｃの出力に含まれる１つ以上の予測値を、Ｃｏｌｕｍｎｓ

30

Ｙブロック３４

２ｃの実測値と比較させて、例えば、ＰＬＳ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙモデル３４２ｄにおけるＣｏｌ
ｕｍｎｓ

Ｘデータ３４２ｂの使用が、Ｃｏｌｕｍｎｓ

Ｙデータ３４２ｃを十分に予測

するかどうかを判定させる。
【０１７１】
このオフラインデータダイアグラムにおいては、ＰＬＳ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３４２ｄ
及びＥｘｐｌｏｒｅ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３４２ｅのどちらも、それ自体の構成を完成さ
せ得る前に、その直前のブロック（複数可）が評価されることを必要とするわけではない
ことが留意される。すなわち、ＰＬＳ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３４２ｄ及びＥｘｐｌｏｒｅ
４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３４２ｅの各々の構成は、他のブロックの評価からは独立的に、か

40

つ任意の時間において実施することができる。しかしながら、オフラインデータダイアグ
ラム３４０は１つ以上のデータパイプラインまたはデータフローを表すため、典型的には
、各下流データブロックの評価は、その下流データブロックを評価できるようになる前に
、その上流データブロック（複数可）を評価することを必要とする（無論、受信側または
下流データブロックが、単に個別のブロック評価プロセスに関して、試験またはダミーの
入力データセットを受信する場合を除く）。事実、一部のシナリオにおいては、ユーザは
、全体のオフラインデータダイアグラム３４０を総括して構成し、かつ／あるいは全体の
オフラインデータダイアグラム３４０を、ブロック毎または部分毎に評価するのではなく
、総括して評価することができる。
【０１７２】
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Ｓｔｕｄｉｏ−オンラインデータモジュール

ここで図４Ｂに戻ると、データモデルのオフラインデータダイアグラムが、Ｄａｔａ
Ｓｔｕｄｉｏにおいて、ユーザの思い通りに完成及び評価された後、このオフラインデー
タダイアグラムは、相当するそのオンライン形態へと翻訳または変換することができる。
オフラインデータダイアグラムをそのオンライン形態へと転換するためには、ユーザは、
ナビゲーションバー２４２のオンライン切り替え部またはユーザ制御部２４８ｆを選択ま
たはアクティブ化し、それによって、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌ

ｉｃａｔｉｏｎに、オフラインデータダイアグラムをそのオンライン相当物のデータダイ
アグラムへと転換させ、データモデルのオンラインデータダイアグラムをキャンバス２４
５上に表示させればよい。ある特定のオフラインデータブロックは、オンライン相当物の

10

定義を有する場合があり（例えば、「Ｌｏａｄ」データブロックのオフライン及びオンラ
インバージョン）、他のオフラインデータブロックは、異なるオンライン相当物を必要と
しない場合があるが、それでもなおオンラインデータモジュールに含まれ（例えば、「Ｆ
ｉｌｌＮａＮ」ブロックまたは「ＰＣＡ＿ＮＩＰＡＬＳ」ブロック）、一方で、更に他の
オフラインデータブロックは、オンラインデータモジュールにおいては省略される（例え
ば、「Ｅｘｐｌｏｒｅ」ブロック）。オフラインダイアグラムのそのオンライン相当物へ
の転換中に実施される、インフラストラクチャ及びアクションは、Ｄａｔａ
ｔｉｃｓ

Ａｎａｌｙ

Ｓｅｒｖｉｃｅｓによって提供される。例えば、ユーザ制御部２４８ｆのアク

ティブ化は、Ｄａｔａ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅｓを呼び出して、オフライ

ンデータダイアグラムの、その対応するオンラインデータダイアグラムへの転換を実施さ
せる。Ｄａｔａ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

20

Ｓｅｒｖｉｃｅｓがこの転換をいかに実施するか

についてのより詳細な説明は、下のＤａｔａ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅｓの

説明において提供される。
【０１７３】
データモジュールのオンラインデータダイアグラムがＤａｔａ

Ｓｔｕｄｉｏのキャン

バス２４５上に呈示されるとき、ユーザは、オンラインデータモジュールを構成すること
ができる。典型的には、オンラインデータモジュールの構成とは、例えば、オンラインデ
ータモジュールを対応する入力データのデータソースに関連付けるバインディングを定義
することによって、オンラインデータモジュールのために、入力データとして獲得される
、プロセスの制御に関するライブプロセス制御データを示すことを含む。加えて、オンラ

30

インデータモジュールの構成には、オンラインデータモジュールによって生成される出力
データが提供される場所（複数可）及び／またはコンシューマ（例えば、１つ以上のコン
シューマＤＤＥ及び／またはアプリケーション、データ記憶、ファイル、ヒストリアン、
プロセス制御デバイス、ルーチン、要素、構成要素等）を示すこと（例えば、バインディ
ングを定義することで）が含まれ得る。オンラインデータモジュールのデータブロック、
それらそれぞれのプロパティ、及び相互接続の構成及び／または修正は、ある実施形態に
おいては、オフラインデータモジュールに関して上に考察した様式と類似する様式で実施
される。
【０１７４】
ユーザがオンラインデータモジュールに伴う問題もしくは課題を特定した場合、または

40

別様にオンラインデータモジュールの修正を所望する場合、ユーザは、例えば、オフライ
ン切り替え部またはユーザ制御部２４８ｄを活用することで、オンラインデータモジュー
ルをそのオフライン表現へとひっくり返すか、あるいは切り替えることができ、ユーザは
更に、データモデルのオフラインデータダイアグラムを、上記のように修正及び評価する
ことができる。後に、ユーザがオフラインデータダイアグラムをそのオンライン表現へと
ひっくり返すか、あるいは切り替えるとき、修正されたオフラインデータダイアグラムは
、対応するデータモデルのオンラインデータダイアグラムへと転換する。
【０１７５】
図４Ｍは、図４Ｌの例示的オフラインデータダイアグラム３４０に対応するオンライン
データダイアグラム３４５を例証しており、図４Ｍは、図４Ａ、４Ｂ、４Ｆ〜４Ｈ、及び
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図４Ｌを同時に参照しながら下で考察される。図４Ｍに描写される例示的シナリオにおい
ては、ユーザは、図４Ｌのオフラインダイアグラム３４０はデータモデルを意図または所
望の通りに定義しており、また、このデータモデルはオンラインプロセス制御システムへ
の展開にとって用意ができていると決定した。したがって、Ｓｔｕｄｉｏがオフラインデ
ータダイアグラム３４０（例えば、図４Ｌに示されるもの）を閲覧している間に、ユーザ
はＤａｔａ

Ｓｔｕｄｉｏのオンライン切り替え部２４８ｆをアクティブ化し、それによ

ってオフラインデータダイアグラム３４０を対応するオンラインデータダイアグラム３４
５へと転換し、このオンラインデータダイアグラムは、図４Ｍに示されるように、Ｄａｔ
ａ

Ｓｔｕｄｉｏのキャンバス２４５上に呈示される。この転換は、ＤＤＥ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

ＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎのＤａｔａ

Ｕｓｅｒ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

ｖｉｃｅｓによって実施され、これ及び他の転換を実施するためにＤａｔａ
ｔｉｃｓ

Ｓｅｒ

10

Ａｎａｌｙ

Ｓｅｒｖｉｃｅｓによって活用される特定のアクション、メカニズム、及びア

ーキテクチャは、後の節においてより詳細に説明される。
【０１７６】
オンラインデータダイアグラム３４５及びオフラインデータダイアグラム３４０は同一
のデータモデルを表しているが、２つのデータダイアグラム３４５、３４０のブロック及
びワイヤのセットは異なっていることに留意されたい。例えば、ＬｏａｄＤＢ４Ｍブロッ
ク３４２ａの出力から始まり、Ｃｏｌｕｍｎｓ

Ｙブロック３４２ｅを横断し、Ｅｘｐｌ

ｏｒｅ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３４２ｅの入力において終結する、オフラインデータダイア
グラム３４０のデータパイプラインは、オンラインデータダイアグラム３４５からは省略

20

されている。これは、このデータパイプラインが、オフラインデータダイアグラム３４０
においてはオフラインＰＬＳ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３４２ｄを試験及び検証するために活
用されており、今やＰＬＳ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３４２ｄの有効性はユーザの思い通りに
実証されているので、オンライン環境においては必要でないためである。しかしながら、
一部の実施形態においては、例えば、ユーザがオンライン環境においてオンラインデータ
モデルの継続的試験及び検証を行うことを所望する場合、この検証データパイプラインを
オンラインデータダイアグラム３４５に含むことを選択してもよい。
【０１７７】
オフラインデータダイアグラム３４０とオンラインデータダイアグラム３４５との間の
別の差異はＬｏａｄＤＢ４Ｍブロックである。オフラインデータダイアグラム３４０にお
いては、ＬｏａｄＤＢ４Ｍブロック３４２ａは、Ｄａｔａｂａｓｅ

30

Ｍのオフラインデー

タソースＤａｔａｓｅｔ４からデータをロードするように構成される。一方で、オンライ
ンデータダイアグラム３４５においては、ＬｏａｄＤＢ４Ｍブロック３４７ａは、プロセ
スプラント５内のオンラインストリーミングデータソース等のオンラインデータソースに
接続できるブロックへと転換されている。ユーザは、ＬｏａｄＤＢ４Ｍブロック３４７ａ
を、所望のオンラインデータソースにバインドするように構成することができ、構成され
たＬｏａｄＤＢ４Ｍブロック３４７ａのコンパイルが、バインディングをインスタンス化
する。
【０１７８】
オンラインデータダイアグラム３４５においては、Ｃｏｌｕｍｎｓ

Ｘブロック３４７

40

ｂは概して、そのオフライン形態３４２ｂと類似するか、あるいは同等である。しかしな
がら、先に考察したように、ＰＬＳ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３４７ｃのオンライン形態は、
ＰＬＳ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３４７ｃがオンライン環境において動作するために必要な入
力、すなわち、Ｃｏｌｕｍｎｓ

Ｘブロック３４７ｂの出力しか受信しない。

【０１７９】
加えて、オンラインデータダイアグラム３４５は、オフラインＥｘｐｌｏｒｅ４Ｍ＿Ｘ
＿Ｙブロック３４２ｅに対する相当物を有しない。これは、オフライン環境におけるＥｘ
ｐｌｏｒｅ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３４２ｅの目的が、ユーザに、ドラフトデータダイアグ
ラム３４０がユーザの目標をどれだけ良好に達成したかについての所見を提供することで
あったためである。オンラインデータダイアグラム３４５においては、ＰＬＳ４Ｍ＿Ｘ＿
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Ｃｏｎｓｕｍｅｒｓデータブロックの１種であ

る、「Ｗｒｉｔｅ」データブロック３４７ｄに提供される。Ｗｒｉｔｅデータブロック３
４７ｄは、オンライン環境におけるＰＬＳ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３４７ｃのリアルタイム
出力を、Ｗｒｉｔｅブロック３４７ｄの構成において特定されるように、ファイルまたは
データベースに対して書き込ませる。無論、ユーザがそのように所望する場合、ＰＬＳ４
Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３４７ｃの出力は、ＰＬＳ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３４７ｃの出力を他
のＤａｔａ

Ｃｏｎｓｕｍｅｒブロックの入力と相互接続することによって、データモデ

ルの１つ以上の他のデータコンシューマに対して、追加的または代替的に提供することが
できる。例えば、ＰＬＳ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３４７ｃは、ＰＬＳ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック
３４７ｃの出力が、データ分析ネットワーク１１２に対して公開され、他のデータ分析ア

10

プリケーションによる使用にとって利用可能であるように、Ｐｕｂｌｉｓｈブロックに接
続することができる。別の例においては、ＰＬＳ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３４７ｃは、ＰＬ
Ｓ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３４７ｃの出力がオンラインプロセス制御システムにおいて変化
を引き起こすように、Ｃｏｎｖｅｒｔ２Ｃｏｎｔｒｏｌブロックに接続することができる
。例えば、Ｃｏｎｖｅｒｔ２Ｃｏｎｔｒｏｌブロックは、ＰＬＳ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３
４７ｃの出力を、プロセスプラント５内のプロセス制御機能、ループ、またはアプリケー
ションに対する入力信号へと変換し、この入力信号を、対応するプロセス制御工業、要素
、デバイス、または構成要素へと送達させるように構成することができる。
【０１８０】
20

３．データモジュールの展開
典型的には、オンラインデータモジュールは、オフラインデータモジュールの場合に可
能であったように、非同期的には評価されない。むしろ、オンラインデータモジュールは
、まず構成され（例えば、ライブデータソース及び／または１つ以上のデータコンシュー
マ／受信側にバインドされ）、次いで、連続的に実行され、オンラインプロセス制御シス
テムと相互作用するように全体として展開される。ユーザは、例えば、ナビゲーションバ
ー２４２の「展開」ユーザ制御部２４８ｊをクリックまたはアクティブ化して、それによ
り、Ｄａｔａ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅｓにオンラインデータモジュールの

展開を処理するように通知することで、データモジュールをオンラインプロセス制御シス
テムに展開する。データモジュールを展開するために使用されるインフラストラクチャ及
びアクションは、Ｄａｔａ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅｓの説明においてより

30

詳細に説明される。しかし、概して、オンラインデータモジュールが展開されるとき、オ
ンラインデータモジュールは、例えば図４Ｉに例証されるような、評価されているオフラ
インデータモジュールの場合と同様の、コンパイル及び実行プロセスに従う。しかしなが
ら、オンラインデータモジュールのターゲット環境（複数可）は、その対応するオフライ
ンデータモジュールのターゲット環境（複数可）とは異なる場合があり、オンラインデー
タモジュールは、プロセス制御システムまたはプラント内のライブで他ソースにバインド
される。
【０１８１】
ある実施形態においては、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔ

ｉｏｎは、「ワンクリック」展開をサポートする。すなわち、オフラインデータモジュー

40

ルがユーザの思い通りに構成されているとき、ユーザは、このデータモジュールをそのオ
ンライン表現へと変換し、ライブデータソースからデータを読み取り、かつ書き込む役目
を担う、オンライン表現のデータブロックに関するバインディングを構成する必要がない
。代わりに、「ワンクリック」展開中は、ユーザが開始すると、サブジェクトデータモジ
ュールにとって必要とされる任意のバインディングが、ＤＤＥ
ａｃｅ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎによって自動的に決定及び構成される。例示的シナリオ

においては、ユーザは、例えば、ＤＣＳシステムの階層構造についての情報を回収する、
Ｄａｔａ

Ｓｔｕｄｉｏによって提供されるダイアログボックスまたはウィンドウを用い

ることで、特定のＤＣＳコントローラに対して実行されるようにデータモジュールを割り
当て得る。ユーザは、階層構造をブラウズし、データモジュールを適宜割り当て得る。続
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Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ
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Ｓｔｕｄｉｏ及び／またはＤａｔａ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ（例えば、Ｄａ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅｓ）が

割り当てられたプロセス制御システム要素（このシナリオにおいては特定のＤＣＳコント
ローラ）を活用して、必要なバインディングを自動的に決定する。ワンクリック展開を実
施するために使用される例示的インフラストラクチャ及びアクションは、Ｄａｔａ
ａｌｙｔｉｃｓ

Ａｎ

Ｓｅｒｖｉｃｅｓの説明においてより詳細に説明される。

【０１８２】
オンラインデータ分析モジュールが成功裏に展開された後、その実行によって生成され
る任意の結果として生じる値（例えば、記述的、予測的、及び／または規定的）を、例え
ば、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

ＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎのＤａｔａ

Ｄａ

10

ｓｈｂｏａｒｄを介して、ユーザに対して示すことができる。ある実施形態においては、
結果として生じる値は、少なくとも１つの予測値を含み、タグ（複数可）またはその予測
値が適用されるプロセス制御要素についての、プロセス制御システム５によって生成され
る、対応するリアルタイムライブデータ値（複数可）もまた、予測値と併せて示され得る
。
【０１８３】
Ｃ．Ｄａｔａ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

先に考察したように、ＤＤＥ

Ｄａｓｈｂｏａｒｄ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

ｎは、オペレーションの第２のモード、Ｄａｔａ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｄａｓｈｂｏａ

ｒｄを含む。Ｄａｓｈｂｏａｒｄは、典型的には、（ｉ）評価されているオフラインデー

20

タモジュール（例えば、ドラフトデータモデル）、及び／または（ｉｉ）オンラインプロ
セス制御システムまたはプラントに展開されているオンラインデータモジュールであるモ
ジュールを閲覧及び／または管理するために、ユーザによって活用される。視覚的及び他
の表現を用いて、Ｄａｓｈｂｏａｒｄは、ユーザに、オフラインデータモデルの評価に対
応するステータス及び他の情報の所見、ならびに展開されたオンラインデータモジュール
の所見及びオンラインデータモジュールによって生成されているリアルタイムまたはライ
ブ情報を提供する。概して、Ｄａｔａ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｄａｓｈｂｏａｒｄモード

は、ユーザに、ユーザがオンライン及びオフラインデータモジュールを監視及び管理でき
るインターフェイスを提供する。ユーザはまた、任意のオフラインデータモジュールの評
価及び任意のオンラインデータモジュールの実行を、Ｄａｓｈｂｏａｒｄから終結するこ
ともできる。概して、必ずしもそうではないが、Ｄａｔａ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

ｈｂｏａｒｄに表示される情報のうちの少なくとも一部は、ＤＤＥ
ｒｆａｃｅ

ＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎのＤａｔａ

Ｕｓｅｒ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

30

Ｄａｓ
Ｉｎｔｅ

Ｓｅｒｖｉｃｅ

ｓによって、Ｄａｓｈｂｏａｒｄ３５０に提供される。
【０１８４】
図４Ｎ−１は、ＤＤＥ
ａｔａ

Ｕｓｅｒ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

ＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎのＤ

Ｄａｓｈｂｏａｒｄによって呈示される、例示的ユーザイ

ンターフェイス３５０を描写する。例示的Ｄａｓｈｂｏａｒｄユーザインターフェイス３
５０の第１の部分３５２は、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔ

ｉｏｎによって現在監視されているオンラインデータモジュール３５５の数の指標、及び

40

オンラインデータモジュール３５５がそれに基づいて動作している、ライブデータストリ
ーム３５８の数の指標等、現在のデータ分析の概要情報を提供する。先に考察したように
、ライブデータストリーム３５８は、１つ以上の工業プロセスを制御するオンラインプロ
セス制御プラントまたは環境５から結果として生じるリアルタイムデータを連続的に生成
している１つ以上のデータソースから受信され、実行中のオンラインデータモジュール３
５５が、このライブデータストリーム３５８を受信するように構成されている。データ分
析の概要情報はまた、その評価が現在ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌ

ｉｃａｔｉｏｎによって監視されている、オフラインデータモジュール３６０の数の指標
も含む。一部の実施形態においては、Ｄａｓｈｂｏａｒｄユーザインターフェイス３５０
は、オンラインまたはオフラインに関わらず、監視されているデータ分析モジュールに関
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連する、１つ以上の他の通知または他の情報３６２を含む。
【０１８５】
ユーザが概要制御部３５５、３５８、３６０、３６２のうちの１つをクリックするか、
あるいは別様にアクティブ化すると、その選択に対応する追加的な要約情報が、Ｄａｓｈ
ｂｏａｒｄ３５０の第２の部分３６５に呈示される。図４Ｎ−１においては、ユーザは、
現在実行中のオンラインデータモジュール３５５についての要約情報を閲覧することを選
択しており、これは、現在は２つ、すなわち参照３６８によって示されるＤｉａｇｒａｍ
２及び参照３７０によって示されるＤｉａｇｒａｍ３が存在する。各実行中オンラインデ
ータモジュール３６０、３７０について、Ｄａｓｈｂｏａｒｄ３５０の第２の部分３６５
は、そのそれぞれの要約情報を示し、モジュールの名称３７２、モジュールが展開された

10

開始時間３７５、最も直近の時間間隔にわたるモジュールの出力の傾向指標３７８（図４
Ｎ−１に示されるように、これはグラフィカルであり得る）、最も直近の最新の予測もし
くは予測値（複数可）３８０、及び／または他の情報（図示せず）を示す。特に留意すべ
きは、Ｄａｓｈｂｏａｒｄ３５０において、各オンラインデータモジュール３６８、３７
０の傾向指標３７８は、それぞれのデータモジュール３６８、３７０の連続的に生成され
る出力を反映するように連続的にアップデートされ、それにより、ユーザがオンラインデ
ータモジュールの実行及びその連続的に生成される結果をリアルタイムで監視することを
可能にする。
【０１８６】
加えて、Ｄａｔａ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｄａｓｈｂｏａｒｄ３５０は、ユーザが、任

20

意のデータモジュール３６０、３７８と関連付けられる任意の要約情報をクリックして、
更なる詳細を、例えばポップアップウィンドウ、ダイアログボックス、または他の好適な
表示メカニズム（図示せず）において閲覧することを可能にする。例えば、ユーザがＤｉ
ａｇｒａｍ２

３６８のＮａｍｅをクリックする場合、Ｄａｓｈｂｏａｒｄ２５０は、Ｄ

ｉａｇｒａｍ２
２

３６８のオンラインデータモジュールダイアグラムと、Ｄｉａｇｒａｍ

３６８がバインドされている１つ以上の特定のデータストリーム３５８の指標とを呈

示し得る。ユーザがＤｉａｇｒａｍ２
ｉａｇｒａｍ２

３６８のＳｔａｒｔ情報をクリックする場合、Ｄ

３６８の作成者の指標、Ｄｉａｇｒａｍ２

及び／またはＤｉａｇｒａｍ２

３６８を展開したユーザ、

３６８の所有者が呈示され得る。Ｄｉａｇｒａｍ２

３

６８のＴｒｅｎｄ３７８情報をクリックすると、ユーザは、例えば、閲覧する時間間隔の

30

延長または短縮、傾向情報の、別の種類のビジュアリゼーション（例えば、棒図表、パイ
図表、散布図等）への変換、所与の間隔にわたる傾向データに関する統計（例えば、平均
、ローリング平均、最大値、最小値等）の適用及び／または獲得等によって、Ｄｉａｇｒ
ａｍ２

３６８の出力データ傾向を操作及び探査することが可能になる。同様に、Ｄｉａ

ｇｒａｍ２

３６８のＬａｓｔ

Ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ３８０情報をクリックすると、ユ

ーザは、例えば、最新の予測の時間及び予測がなされる頻度の閲覧、最新の予測と現在の
ライブデータ値との比較等によって、最新の予測値（複数可）を操作及び探査することが
可能になる。
【０１８７】
ユーザが、ユーザ制御部３６０を選択して現在実行中のオフラインデータモジュール（

40

図４Ｎ−１の例示的シナリオにおいては、これは存在しない）を閲覧すると、オフライン
データモジュールに対応する追加的な要約情報が、Ｄａｓｈｂｏａｒｄ３５０の第２の部
分３６５に呈示される。概して、オフラインデータモジュールについての要約情報は、オ
ンラインデータモジュールのものと同様であるが、関連付けられるライブデータストリー
ムを示す代わりに、オフラインデータモジュールについての要約情報は、オフラインデー
タがそれに基づいて実行中である、試験データファイル（複数可）、またはオフラインデ
ータソース（複数可）（例えば、試験ツール、デバイス、及び／または環境）によって生
成されるデータストリームを示し得る。加えて、オフラインデータモジュールについての
要約情報は、その実行の現在のステータス、状態、及び／または進行を示し得る。
【０１８８】

50

(62)

JP 2017‑76386 A 2017.4.20

一部のシナリオにおいては、ユーザは、Ｄａｓｈｂｏａｒｄから（Ｄａｔａ

Ｓｔｕｄ

ｉｏからではなく）オフラインデータモジュールを構成及び／または展開することができ
る。例えば、ユーザは、Ｄａｓｈｂｏａｒｄからオフラインデータモジュールの評価を監
視している場合があり、そのオフラインデータモジュールが、その評価を成功裏に完了す
る。ユーザは、Ｄａｓｈｂｏａｒｄのユーザ制御部（図示せず）をアクティブ化し得る。
このユーザ制御部を介して、ユーザは、データモジュールを、ライブデータソース（複数
可）と、オンラインデータモジュールがそれに基づいて実行される、ライブデータソース
（複数可）によって生成されるデータとを参照するように構成することができる。オンラ
インデータモジュールの、データソース（複数可）にバインドするというこの構成は、Ｄ
ａｔａ

Ｓｔｕｄｉｏからではなく、Ｄａｓｈｂｏａｒｄから開始されるという点を除い

10

て、上に説明された構成と類似する。あるいは、ユーザは、Ｄａｓｈｂｏａｒｄから、オ
フラインデータモジュール用のワンクリック展開を活用してもよい。
【０１８９】
ユーザが、ユーザ制御部３５８を選択して実行中のオンラインデータモジュールに現在
バインドされているオンラインデータストリームと関連付けられる情報（図４Ｎ−１の例
示的シナリオにおいては、これは３つ存在する）を閲覧すると、オンラインデータストリ
ームに対応する追加的な要約情報が、Ｄａｓｈｂｏａｒｄ３５０の第２の部分３６５に呈
示される（図示せず）。各ライブデータストリームについての要約情報は、データストリ
ームの識別子、データストリームがそこから受信されるデータソースの指標、対応するプ
ロセス制御システムのタグ、もしくはライブデータソースの他の従来型のプロセス制御シ

20

ステム識別子、データストリームのサブスクリプション（複数可）及び／もしくは公開に
ついての情報、ライブデータストリームに基づいて現在実行中である１つ以上のオンライ
ンデータモジュールの指標、ライブデータストリームの連続的にアップデートされるビジ
ュアリゼーション（例えば、線グラフ、棒図表、散布図等、及び／もしくはその基本統計
）、ならびに／または他の情報を含み得る。
【０１９０】
図４Ｎ−１に描写される例示的シナリオにおいて特に留意すべきは、データストリーム
概要３５８が、現在オンラインデータモジュールがそれに基づいて動作しているライブデ
ータストリームが３つ存在することを示している一方で、オンラインデータモジュール概
要３５５は、実行中のオンラインモジュールは２つしか存在しないことを示していること

30

である。したがって、実行中の２つのオンラインモジュール３６８、３７０のうちの１つ
は、ライブデータストリームのうちの２つに基づいて動作している。ユーザは、この関係
性を、それぞれのモジュール３６８、３７０がバインドされているデータストリームの指
標を提供する、各オンラインデータモジュール３６８、３７０の詳細を閲覧するようにナ
ビゲートすることによって、あるいは各データストリーム３５８に基づいて動作している
実行中のオンラインデータモジュールの指標を提供する、各データストリーム３５８の詳
細を閲覧するようにナビゲートすることによって発見し得る。
【０１９１】
図４Ｎ−２は、ＤＤＥ
ａｔａ

Ｕｓｅｒ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

ＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎのＤ

Ｄａｓｈｂｏａｒｄによって呈示され得る例示的ユーザイ

40

ンターフェイス３８２を描写する。ある実施形態においては、ユーザインターフェイス３
８２は、図４Ｎ−１に示されるユーザインターフェイス３５０の第２の部分３６５に含ま
れる。ある実施形態においては、ユーザインターフェイス３８２は、フルスクリーンビュ
ーである。
【０１９２】
ユーザインターフェイス３８２は、１つ以上のタイルまたはカード３８５ａ〜３８５ｊ
を含み、これらの各々は、それぞれの実行中のオンラインデータモジュールに対応し、こ
れらは集合的に、カード３８５ｘのパレットまたはデッキと呼ばれる場合がある。パレッ
ト中のカード３８５ｘの各々は、図４Ｎ−１の実行中オンラインデータモジュール３６０
、３７０に関して表示されていた情報と同様の情報、例えば、モジュールの名称、モジュ
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ールが展開される開始時間、最も直近の時間間隔にわたるモジュールの出力の傾向指標、
最も直近の最新の予測もしくは予測値（複数可）、及び／または他の情報を含み得る。こ
れもまた実行中オンラインデータモジュール３６０、３７０に関する表示と同様に、カー
ド３８５ｘの各々の傾向指標は、そのそれぞれのオンラインデータモジュールの連続的に
生成される出力を反映するように連続的にアップデートされ、それにより、ユーザがその
実行及び連続的に生成される結果をリアルタイムで監視することを可能にする。
【０１９３】
カード３８５ｘの各々は、ユーザの所望に応じて、リサイズ可能かつ移動可能である。
ある実施形態においては、特定のカード３８５ｘのサイズは、その特定のカードがフォー
カスされるときに増加する。カード３８５ｘは、ユーザがその特定のカード３８５ｘをク

10

リックするとき、その特定のカード３８５ｘ上でホバリングするとき等、手動でフォーカ
スされ得る。追加的または代替的に、カード３８５ｘは、特定のデータモジュールが緊急
の注意を必要とするとき（例えば、予測値が閾値を超えるとき、データモジュール自体が
ユーザ入力またはユーザ介入、カード３８５ｘの中での状態の重要度ランキング等を必要
とするとき）、自動的にフォーカスされ得る。自動的に生成される、注意を必要とする他
の指標は、ユーザインターフェイス３８２において、例えば、特定のカード３８５ｘに対
する、何らかの他の処理のハイライトまたは提供、カード３８５ｘのセットの、それらそ
れぞれの緊急度に従ったサイズ調整、特定のカード３８５ｘの、パレットの前景または前
面への移動、カード３８５ｘの、注意の優先度の順位による配列によって示され得る。あ
る実施形態においては、ユーザは、特定の状況においてカード３８５ｘに対して自動的に

20

適用される特定の処理を定義し得る。
【０１９４】
ここで、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎのデータブ

ロック定義ライブラリ２５２に記憶されているデータブロック定義２５５に戻ると（例え
ば、図４Ｃに示されるような）、ライブラリ２５２に記憶されているデータブロック定義
は、そのスタートアップまたは初期化中に、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａ

ｐｐｌｉｃａｔｉｏｎによって動的に発見され得る。ある実施形態においては、データブ
ロック定義は、ＪＳＯＮファイルもしくはドキュメント、または他の好適なフォーマット
等の軽量データ交換フォーマットを用いて定義される。特定のデータブロックの定義ファ
イルまたはドキュメントは、ブロック定義の名称を含み、その特定のデータブロックを定

30

義するブロックプロパティ及びコネクタについて詳述する。一部の場合においては、特定
のブロック定義は、オフライン表現についての定義、及びオンライン表現についての定義
を提供し得る。
【０１９５】
ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎは継続的かつ動的に

ブロック定義を発見し得るため、追加的なブロック定義（例えば、カスタムデータブロッ
ク、複合データブロック、及び／または他のデータブロックに関する）が、ＤＤＥ
ｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ｕｓ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎが実行中の任意の時間において、ラ

イブラリ２５２に追加され得る。ある実施形態においては、追加的なブロック定義は、本
明細書においては「データブロック定義ラッパ」と呼ばれるユーティリティアプリケーシ

40

ョンによって生成される。例えば、データブロック定義ラッパは、図４Ｋに関して先に説
明したように、ユーザがカスタムまたは複合データブロックを保存するときに呼び出され
得る。ブロック定義ラッパが実行されるとき、それは、追加的なブロック定義のインスタ
ンスを作成し、追加的なブロック定義を定義する、対応するＪＳＯＮドキュメントまたは
類似物を作成及び記憶させる。例えば、追加的なブロック定義の作成されたインスタンス
は、ＪＳＯＮドキュメントを生成し、それをライブラリ２５２に記憶する。図４Ｋを例示
的シナリオとして参照すると、ユーザが複合ブロック定義３３８を保存すると、ブロック
定義ラッパが実行されて、複合ブロック定義３３８についてのＪＳＯＮドキュメントまた
は類似物を生成及び記憶させる。
【０１９６】
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データブロック（オフラインであるかオンラインであるかに関わらず）の構成中、ＤＤ
Ｅ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎは、ユーザがデータブロッ

クを成功裏に構成及び使用するのを補助するために必要な構成エクスペリエンスを達成す
るために、何らかの機能性（例えば、ビジネスロジック）を実施する必要があり得る。ブ
ロック定義はＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

動的に発見されるため、この機能性は、ＤＤＥ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎによって

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐ

ｌｉｃａｔｉｏｎ自体には埋め込まれていない。したがって、ある実施形態においては、
特定のデータブロックに対して特異的である、任意の関連付けられた機能性もまた、ＤＤ
Ｅ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎが初期化されるときに動的

にロードされ得る。続いて、特定のデータブロックに対応する、動的にロードされた機能

10

性に対する参照は、特定のデータブロックのブロック定義に維持され、その特定のブロッ
クのブロック定義が構成されるとき、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌ

ｉｃａｔｉｏｎによって使用される。ブロック定義と関連付けられる機能性とに関する追
加的な詳細は、本出願の後の節において提供される。
【０１９７】
プロセス制御システムと統合された工業プロセス監視及び分析システム
図１〜３及び４Ａ〜４Ｎ−２の考察において見られるように、分散型工業プロセスパフ
ォーマンス監視及び／または分析システム、すなわちＤＡＳ１００は、工業プロセスプラ
トに関する、データ分析構成、データモデリング、データモデル実行、データビジュアリ
ゼーション、及びストリーミングサービスをサポートするプラットフォームを提供する。

20

先に考察したように、監視及び分析システム１００の様々なノードがプロセス制御システ
ムまたはプラント５内に埋め込まれるものの、典型的には、分析プラットフォーム１００
のデータ通信ネットワーク１１２は、プロセスプラント５の既存のＤＣＳ、ＰＬＳ、衛生
監視、及び他のシステムの外側に（また、それらから独立して）存在する。ある例示的構
成においては、データ分析ネットワーク１１２は、プロセスプラント５の上にオーバーレ
イされ、それによって、プロセスプラント５の従来型のプロセス制御通信ネットワーク１
０、７０等の大部分または全てからネットワーク１１２は分離される。従来型のプロセス
制御通信ネットワークは、プラント５のプロセス及びオペレーションの制御部を制御、管
理、及び／または監督するために、プロセス制御データの送信を継続するが、一方で、デ
ータ分析ネットワーク１１２は、プロセスプラント５のオペレーションに関する知識、例

30

えば記述的知識、予測的知識、及び／または規定的知識の発見のために、分析データ（こ
れは、従来型プロセス制御通信ネットワークを通じて送信されるデータのコピーを含み得
る）を送信する。データ分析システム１００のアーキテクチャは、データ分析システム１
００を、既存のレガシであるプロセスプラント５に容易に追加または統合させる。
【０１９８】
データ分析システム１００によって発見される、プロセスプラント５についての知識は
、プラント５のパフォーマンスを上昇させるため、ならびに故障、破損、及び他の望まし
くない状態の発生を減少させるために、プロセスプラント５のパラメータ、設備、オペレ
ーション、及び他の部分を修正するように活用され得る。有利なことに、データ分析シス
テム１００は、発見される知識がプロセスプラント５の現在のオペレーションを記述、予

40

測、及び／または規定するように、プロセスプラントの現在のオンラインオペレーション
に対応してリアルタイムでプロセスプラント５についての知識を発見する。したがって、
データ分析システム１００及びプロセスプラント５は、制御ループを形成して、プロセス
プラント５のパフォーマンスを制御及び最適化する。
【０１９９】
プロセスプラント５のパフォーマンスを制御及び最適化する制御ループの例示的高次ブ
ロックダイアグラム４００が、図４Ｏに例証される。図４Ｏに示されるように、オンライ
ンプロセスプラント５は、様々な種類の制御データ４０２を生成し、それに基づいて動作
し、従来型のプロセス制御通信ネットワーク（例えばネットワーク１０、７０等）を通じ
て制御データを通信して、１つ以上の工業プロセスを制御し、プロセスプラント出力４０
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５を生成する。分散型工業プロセスパフォーマンス監視／分析システム１００は、プロセ
スプラント５が出力４０５を生成するように１つ以上のプロセスを制御した結果として生
成される分析データ４０８を取り込む埋込式分散型データエンジン１０２ｘを介して、プ
ロセスプラント５に接続され、それと統合される。先に考察したように、取り込まれる分
析データ４０８は、一次及びより高次のプロセス制御データ４０２、ならびにＤＤＥ１０
２ｘによってローカルで実施される分析機能の結果／出力、ならびに／またはデータ分析
システム１００のＤａｔａ

Ｓｔｕｄｉｏを介して開発されたオフライン及びオンライン

データ分析モジュールによって実施される分析機能の結果／出力を含み得る。一部の場合
においては、取り込まれる分析データ４０８は、Ｄａｔａ

Ｓｔｕｄｉｏを介して生成さ

れる新規の分析機能、及び／またはＤＤＥ１０２ｘによって自律的に生成される新規の分

10

析機能を含む。
【０２００】
データ分析システムまたはプラットフォーム１００は、分析データ４０８を受信し、生
成し、通信し、それに基づいて動作して、分析出力４１０を生成する。分析出力４１０は
、プロセスプラント５の現在のオペレーションを記述する知識、プロセスプラント５の現
在のオペレーションを前提とした場合の、故障、破損、時間間隔、パフォーマンス、事象
等の発生を予測する知識、ならびに／またはプロセスプラント５の現在のオペレーション
を前提とした場合の、現在のプラントオペレーションの望ましくない特性を軽減するため
、及び／もしくは望ましくない、予測される故障、破損、時間間隔、パフォーマンス、事
象等の発生の可能性を軽減するために取られ得る１つ以上の規定的アクションを規定する

20

知識等の、プロセスプラント５について発見された知識を含み得る。一部の実施形態にお
いては、発見された知識４１０は、分析データ４０８事態についての知識を含む。例えば
、発見された分析知識４１０は、異なるオフラインデータモジュールを評価するために活
用され得る最適なオフラインデータセット、データエンジニアによって繰り返し使用され
てきており、新しいデータ分析ユーザ手順として定義される一連の工程、新しいデータ分
析技法として定義されるデータブロックの新しい構成等を含み得る。実際、精製プロセス
プラントに統合されたプロトタイプのデータ分析システム１００の試験中、工業プロセス
プラント用の新しいデータ分析技法が制御ループ４００によって発見されたのだが、これ
については下の後の節において説明する。
30

【０２０１】
分析出力４１０に含まれる発見された知識の少なくとも一部は、Ｄａｔａ
ｔｉｃｓ

Ｕｓｅｒ

Ｍａｃｈｉｎｅ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｎａｌｙ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ等の、Ｈｕｍａｎ−

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ（ＨＭＩ）４１２に提供され得る。ＨＭＩ４１２を

介して、ユーザは、データ分析システム１００によってプロセスプラント５に関して生成
された、発見された知識４１０を探査し得る。一部の場合においては、発見された知識４
１０の探査は、ユーザがＤａｔａ

Ｓｔｕｄｉｏを活用して、追加的なデータ分析モジュ

ールを作成及び実行して、追加的な探査についての追加的な発見された知識４１０を生成
することを含む。ある点において、発見された知識４１０の主体に基づいて、ユーザは、
オンラインプロセスプラント５の１つ以上の値、パラメータ、設備、構成要素、制御ルー
プ、及び／または他の現在のオペレーションに対して１つ以上の変更４１８を行うことが

40

でき、それにより、プロセスプラント５のパフォーマンス及び出力４０５を最適化し、か
つ／または故障、破損、及び他の望ましくない状態の発生を予防または阻止することがで
きる。
【０２０２】
一部の状況においては、分析出力４１０に含まれる発見された知識の少なくとも一部は
、プロセスプラント５に対して直接提供されて、図４Ｏにおいて矢印４２０で表されるよ
うに、１つ以上の規定的変更をもたらすか、あるいは行う。例えば、発見された知識４１
０は、設定点に対する変更、コントローラの構成に対する変更、プロセス制御メッセージ
の優先度に対する変更、または何らかの他の値、パラメータ、構成等に対する変更を含む
、規定的アクションを含み得る。データ分析システム１００は、いかなるユーザ介入４１
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８も必要とすることなく、この変更を自動的かつ直接ダウンロードするか、あるいは別様
にこの変更をプロセスプラント５において行うことができ、それにより、発見された知識
４１０に基づいて、プロセスプラント５のパフォーマンス及び出力４０５を自動的に最適
化し、かつ／または故障、破損、及び他の望ましくない状態の発生を予防または阻止する
ことができる。分析システム１００が現在の分析データ４０８を処理し、プロセスプラン
ト５の現在のオペレーションに基づいて、発見された知識４１０を生成する際、制御ルー
プ４００のこの脚は、オンラインプロセスプラント５を自動的にアップデートして、その
現在のオペレーションをリアルタイムで改善することが留意される。したがって、規定的
アクションを計算、決定、及び実施するのに数時間または数日間すら必要とする既存の分
析技法とは対照的に、分析システム１００によって生成される規定的アクションは、プラ

10

ント５の現在の運転状態について最適化されており、プロセスプラント５に対して直ぐに
適用され、一部の場合においては、任意のユーザが切迫した、望ましくないまたは所望さ
れる状態に気付く前に適用される。
【０２０３】
無論、プロセスプラント５内における規定的アクションの全体としての最適な実施のた
めには、制御ループ４００は、自律的脚部４２０及びＨＭＩ制御脚部４１８の両方を必要
とする。例えば、置換バルブ、センサ、または他の構成要素の設置等、一部の規定的アク
ションは、人間の介入を必要とする。
【０２０４】
先に考察したように、データ分析プラットフォーム１００は、分析データが、複数の埋

20

込式分散型データエンジン（ＤＤＥ）１０２ｘの間でストリーミングされることを可能に
する。プロセスの制御の結果として、プロセスプラント５によって生成される任意の種類
の一次データがストリーミングされ得る。例えば、プロセスを制御する目的のために、従
来型のプロセス制御通信ネットワークを介して典型的には送信される、プロセス制御デバ
イス（例えば、コントローラ、Ｉ／Ｏカード、フィールドデバイス等）によって生成され
る信号に含まれるプロセス制御データもまた、データ分析の目的のために、データ分析ネ
ットワーク１１２においてストリーミングされ得る。したがって、プロセス制御信号、セ
ンサ信号等に含まれる内容またはデータは、コピー及び／または複製され、データ分析ネ
ットワーク１１２を通じてストリーミングされ得る。更に、従来型のプロセス制御通信ネ
ットワークを介して生成及び送信される、二次（またはより高次の）プロセス制御データ

30

（例えば、プロセス制御データベースまたはヒストリアン内にヒストライズされるデータ
、プロセス制御構成、プロセス制御ユーザインターフェイスコマンド、プロセス制御ネッ
トワーク管理信号、及びプロセスの制御の結果として、従来型のプロセス制御通信ネット
ワークを介して従来的には送信及び受信される任意の他の信号）が、データ分析の目的の
ために、データ分析ネットワーク１１２においてストリーミングされ得る。加えて、デー
タ分析ネットワーク１１２は、計算されたデータ、または従来型のプロセス制御データ及
び／もしくは計算される分析データに対して実施された分析機能もしくは技法の結果をス
トリーミングし得る。
【０２０５】
結果的に、データ分析プラットフォーム１００は、プロセスプラント５のデータソース

40

にローカルでバインドすることによって、ならびに／またはプロセスプラント５内のデー
タソース付近でデータ分析サービスまたは機能性を提供することによって、部分的にプロ
セスプラント５と統合するが、一方で同時に、より大規模の予測及び最適化を提供する。
外側ループ予測及び最適化をサポートするために必要であるデータのみが、分析システム
１００の、より高次の／より有能な分析サーバ及びクラウドプラットフォームに通信され
る必要がある。
【０２０６】
先に考察したように、データ分析システム１００の複数のＤＤＥ１０２ｘのうちの一部
は、プロセスプラント５内の物理的デバイスに埋め込まれる。例えば、複数のＤＤＥ１０
２ｘのうちの一部は、各々、それぞれのプロセス制御デバイス（例えば、コントローラ１
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１、Ｉ／Ｏカード２６、２８、フィールドデバイス１５〜１６、１８〜２１、４２Ａ、４
２Ｂ、４４等）ならびに／またはそれぞれのネットワークルーティング及び管理デバイス
（例えば、ゲートウェイ３５、７５、７８、アダプタ５２ａ、ルータ５８、アクセスポイ
ント５５ａ、７２等）と一体である。ある実施形態においては、プロセスプラント５の一
元的デバイスまたは構成要素に統合されるのではなく、ＤＤＥは、スコープ、監視装置、
またはボワヤ（ｖｏｙｅｕｒ）として従来型プロセス通信リンクまたはネットワーク（例
えば、ネットワーク１０、７０、ＰＬＳネットワーク、安全衛生監視システム等）に接続
される自立型デバイスであってもよく、データ分析を目的としてデータ分析ネットワーク
１１２を通じてストリーミングするために、従来型プロセス通信リンクまたはネットワー
クを介して送信されている、選択されたプロセス制御データをコピー／複製し得る。

10

【０２０７】
一部のシナリオにおいては、２つ以上のＤＤＥが、データソースが登録及び接続するロ
ーカルデータ分析クラスタを形成し得、このローカルデータ分析クラスタを介して、登録
されたデータソースで生成された分析データが、データ分析ネットワーク１１２に、分析
データとして受信され得る。ある例においては、ＤＤＥのセットは、ローカルクラスタを
形成し、そのローカルクラスタの存在を告知する。ローカルクラスタは、データ分析ネッ
トワーク１１２を介して相互接続される複数のＤＤＥをそのローカルクラスタが含んでい
たとしても、データ分析ネットワーク１１２の一元的ノードまたは単一のＤＤＥインスタ
ンス１５０として現れる。新しいデータソースがプロセスプラント５の構内においてアク
ティブ化または起動される際、データソースは、ローカルクラスタの告知をスキャンまた

20

は探す。データソースはローカルクラスタの告知を検出し、ローカルクラスタに登録し、
それによってデータ分析ネットワーク１１２に接続し得る。続いて、登録されたデータソ
ースは、分析システム１００から、（例えば、それらのローカルクラスタを介して）帯域
幅を要求し得、それらのローカルクラスタに、データ分析ネットワーク１１２の別のノー
ドに、あるいは分析システム１００に直接、データを公開し得る。ローカルクラスタは分
散型データエンジン１５０のインスタンスとして現れるため、ローカルクラスタは、ロー
カルで生成された分析データ（例えば、登録されたソース及び／または他のソースからの
分析データ）を、それぞれのビッグデータレシーバ１６０を介して受信し、それぞれのロ
ーカルの永続ストレージ１５５に、ローカルで生成された分析データを記憶する。加えて
、ローカルクラスタは、例えばそれぞれのビッグデータ要求サービサ１６５を介して、要

30

求アプリケーション（例えば、別のデータ分析アプリケーション、データモジュール、ユ
ーザインターフェイス、Ｄａｔａ

Ｓｔｕｄｉｏ、別のアプリケーション等）に、記憶さ

れた分析データの少なくとも一部を提供し得る。一部の場合においては、ローカルクラス
タは、例えばそれぞれのビッグデータ要求アナライザ１７０を介して、登録されたデータ
ソースから受信した、記憶されているデータ、及び／またはデータ分析ネットワーク１１
２内でストリーミングされる他のデータに対して、それぞれのローカルデータ分析機能を
実施し得る。ローカルデータ分析機能の結果または出力は、それぞれのビッグデータスト
レージ１５５にローカルで記憶され、かつ／あるいは、例えばローカルクラスタのそれぞ
れの１つ以上のデータ分析ネットワークインターフェイス１７５を介して、ローカルクラ
スタの外部の１つ以上の他のＤＤＥ、例えば別のローカルＤＤＥもしくはローカルクラス

40

タ、集中型データクラスタ、またはサブスクライブしているアプリケーションへとストリ
ーミングされ得る。
【０２０８】
一部の実施形態においては、ローカルクラスタは、それら自身を、より高次の分析デー
タを受信及び記憶し、それぞれのより高次のデータ分析機能を実施する、より集中型のク
ラスタに登録する。例えば、ある特定の集中型クラスタ（例えば、リージョナルクラスタ
）は、プラント５の特定の領域内の全てのローカルクラスタから、ストリーミングされる
データを受信し得、それに対してデータ分析を実施し得る。別の例においては、ある特定
の集中型クラスタは、プラント５内の特定の種類の構成の全ての制御ループから、ストリ
ーミングされるデータを受信し得、それに対してデータ分析を実施し得る。ローカルクラ
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スタと同様に、集中型クラスタは、データ分析ネットワーク１１２内のＤＤＥ１５０の単
一のノードまたはインスタンスとしての見かけを有する。
【０２０９】
結果的に、ローカリゼーションの様々な層または次元におけるＤＤＥ及び／またはＤＤ
Ｅのクラスタを提供するという、分散型工業プロセスパフォーマンス監視及び分析システ
ム１００の能力は、プロセスプラント５のデータンソース付近における故障検出及び予測
の実行を可能にし、それにより、オンラインデータソースによって生成されるリアルタイ
ムデータに対応する、リアルタイム故障検出及び予測を提供する。そのような多層または
クラスタ化アーキテクチャはまた、システム１００全体にわたる分析データのストレージ
を可能にし、実際、分析システム１００はプロセスプラント５内に埋め込まれた部分を含

10

むため、プロセスプラント５全体にわたる分析データのストレージを可能にする。更に、
データ分析システム１００は、任意のＤＤＥにおいて記憶されているデータにアクセスす
る能力を提供し、分析構成、診断、ならびにパフォーマンス、故障、及び破損の監視に関
する集中型システムを提供する。
【０２１０】
ある実施形態においては、１つ以上の集中型クラスタが、ユーザまたはシステムアドミ
ニストレータが、複数のＤＤＥ１０２ｘからの分析データのバックアップまたはヒストラ
イズに関する規則を確立するための集中ロケーションを提供する。ある例においては、１
つ以上の集中型クラスタは、プロセスプラント５の構内に配置され、プロセスプラント５
を全体として処理する。別の例においては、１つ以上の集中型クラスタは、クラウドに配

20

置またはホストされ、プロセスプラント５を全体として処理する。一部の構成においては
、プロセスプラント５のバックアップまたはヒストライズを提供する集中型クラスタ（複
数可）は、他のプロセスプラントもサービスする。概して、先に考察したように、分析デ
ータは、そのそれぞれのビッグデータ記憶領域１５５の各ＤＤＥまたはクラスタにおいて
永続的に記憶される。一部の場合においては、ＤＤＥまたはクラスタにおいて受信された
、またはそれによって生成された一部の分析データは、より迅速なアクセスのために、そ
のＤＤＥまたはクラスタにおいてキャッシュされ得る（例えば、サブスクライバの数、公
開または送信の頻度等の１つ以上の判定基準に基づいて）が、概して、全てのローカルの
分析データが、ＤＤＥまたはクラスタにおける永続的ストレージ１５５に移動される。定
期的に、あるいは予め定義された時間において、各ＤＤＥにおいて永続的に記憶されてい

30

る分析データは、例えば、データ分析ネットワーク１１２を介してアクセス可能である集
中型分析データヒストリアンにおける、長期データ分析ストレージに、バックアップ、保
存、またはヒストライズされ得る。例えば、データ分析ヒストリアンは、プラント全体の
データ分析ヒストリアンであってもよく、ならびに／またはクラウドにホストされてもよ
い。しかし、典型的には、データ分析ヒストリアンは、どのプロセス制御データヒストリ
アンからも独立し、分離されている。１つ以上の集中型クラスタにアクセスするユーザイ
ンターフェイスを介して、ユーザまたはシステムアドミニストレータは、各特定のＤＤＥ
記憶領域１５５がどのくらいの頻度でバックアップされるか、バックアップはいつ起こる
か、分析データがどこにヒストライズされるか等を示す、規則のセットを定義することが
できる。

40

【０２１１】
ある実施形態においては、１つ以上の集中型クラスタが、ユーザまたはシステムアドミ
ニストレータが、データ分析システム１００のクラスタ、ノード、及び／またはＤＤＥ１
０２ｘ内における分析データの複製に関する規則を確立するための集中ロケーションを提
供する。例えば、複製規則のセットは、どの特定の分析データが、データ分析ネットワー
ク１１２のどの特定のノード内において複製されるか、ならびにどのくらいの頻度で特定
の分析データが特定のノード内においてアップデートされるかを定義することができる。
例えば、複製規則のセットは、ノードＢ〜Ｄがそれらそれぞれのデータ分析機能を実施す
る際に、複製された結果を利用可能であるように、どのくらいの頻度で、ノードＢ〜Ｄに
おいて、ノードＡによって実施された分析機能Ａの結果を（例えば、ストリーミングによ
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って）複製するかを定義し得る。ヒストライズ及びバックアップの規則と同様に、複製規
則のセットは、１つ以上の集中型クラスタにアクセスするユーザインターフェイスを介し
て、ユーザまたはシステムアドミニストレータによって定義され得る。例えば、システム
アドミニストレータは、ユーザインターフェイスを活用して、複製規則のセットを管理す
ることができ、複製規則のセットは、１つ以上の集中型クラスタにおいて記憶され得る。
分析データの複製の管理を提供する１つ以上の集中型クラスタは、分析データのバックア
ップ／ヒストライズの管理を提供するクラスタのセットと同じであってもよく、あるいは
異なるクラスタのセットであってもよい。
【０２１２】
ある実施形態においては、１つ以上の集中型クラスタは、ローカルクラスタ、他の集中

10

型クラスタ、及び／または個々のＤＤＥ１０２ｘが活用できる、ロケーションサービス、
ストリーミングサービス（例えば、図１のストリーミングサービス１１５）、データディ
クショナリ、及び／または他の機能性を提供して、それらの間での分析データの交換を確
立する。ロケーションサービス、ストリーミングサービス、データディクショナリ、及び
／または他の機能性を提供する１つ以上の集中型クラスタは、分析データ複製の管理及び
／または分析データバックアップ／ヒストライズの管理を提供するクラスタのセットと同
じであってもよく、あるいは異なるクラスタのセットであってもよい。システムアドミニ
ストレータまたはユーザは、ユーザインターフェイスを活用して１つ以上の集中型クラス
タにアクセスして、クラスタ間及びデータ分析ネットワーク１１２のノード間における分
析データの交換を確立及び提供するために使用される、サービス、ディクショナリ、及び

20

他の機能性を管理し得る。
【０２１３】
図４Ｐは、ローカライズしたデータ分析サービスを提供する例示的方法４５０を描写す
る。ある実施形態においては、分散型データエンジン１０２ｘまたはＤＤＥのクラスタは
、方法４５０の少なくとも一部分を実施する。概して、方法４５０の少なくとも一部分は
、システム１００等の分散型工業パフォーマンス監視及び／または分析システムの任意の
部分によって実施され得る。実際、方法４５０は、本明細書に記載されるシステム、装置
、デバイス、及び／または技法のうちのいずれかの任意の部分を用いて行われ得る。しか
し、考察の容易さのために、方法４５０は、一元的なＤＤＥインスタンス１５０として現
れる、分析システム１００の１つ以上のＤＤＥ１０２ｘのクラスタに関して下で説明され

30

る。しかしながら、これは多数の実施形態のうちの１つであるに過ぎず、限定的であるこ
とを意図しない。
【０２１４】
例示的方法４５０は、クラスタによる、クラスタの存在の告知を含む（ブロック４５２
）。クラスタは、オンラインであり、プロセスを制御するように動作しているプロセス制
御プラント５のデータ分析ネットワーク１１２に含まれ、クラスタの告知は、データ分析
ネットワーク１１２を通じて、１つ以上の他のネットワークを通じて、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ、ＮＦＣ等の近距離無線プロトコルを介して、あるいは任意の他の好適な告知手段を介
して、送信され得る。
【０２１５】

40

方法４５０は更に、クラスタの告知へのデータソースからの応答を、クラスタで受信す
ることを含む。例えば、データソースからの応答は、クラスタに登録するというデータソ
ースの要求であり得、方法４５０は、データソースをクラスタ及び／またはデータ分析ネ
ットワーク１１２に登録することを含み得（ブロック４５５）、それにより、データソー
スはデータ分析ネットワーク１１２と接続される。データソースは、プロセスプラント５
に含まれ、かつオンラインプロセスプラント５によるプロセス制御の結果としてデータを
生成する、デバイスまたは構成要素であり得る。ある例においては、データソースは、制
御されているプロセスから結果として生じる、連続時系列データを生成する。
【０２１６】
加えて、方法４５０は、データソースによって生成されたデータの、クラスタによる受
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信を含む（ブロック４５８）。例えば、データソースは、その生成したデータを、データ
分析ネットワーク１１２を介してクラスタにストリーミングし得る。追加的または代替的
に、クラスタは、データソースによって生成及び公開される特定のデータをサブスクライ
ブしてもよい。一部の実施形態においては、クラスタは、例えば、本出願の後の節におい
て説明されるクエリメカニズムを用いることによって、特定のデータについてデータソー
スに照会し得る。データソースが、典型的には１つ以上の従来型のプロセス制御通信ネッ
トワーク（例えば、ネットワーク１０、７０）を介してプロセス制御データを通信するデ
バイスまたは構成要素である場合、データソースは、この１つ以上の従来型のプロセス制
御通信ネットワークを通じて通常通りプロセス制御データを通信し続ける一方でまた、デ
ータ分析ネットワーク１１２を介して、通信されるプロセス制御データの内容のコピーま

10

たは複製をストリーミングし得る。
【０２１７】
データソースによって生成されたデータを受信する際、クラスタは、例えば受信したデ
ータが１つ以上のキャッシュ条件を満たす場合、受信したデータの少なくとも一部をキャ
ッシュし得る。しかし、受信したデータのいずれかがキャッシュされるか否かに関わらず
、受信したデータの全体が、クラスタの永続的ストレージ１５５にローカルで記憶される
。
【０２１８】
方法４５０は、データソースによって生成されたデータの少なくとも一部を、データ分
析ネットワーク１１２を介して、クラスタによってデータコンシューマへとストリーミン

20

グすることを含む（ブロック４６０）。データコンシューマは、例えば、別の分析ノード
もしくはクラスタ、データ分析アプリケーション、ユーザインターフェイス及び／もしく
はユーザインターフェイスアプリケーション、オンラインデータ分析モジュール、別のア
プリケーション、ならびに／またはデータベースもしくはデータヒストリアンであり得る
。データコンシューマは、データソース及び／またはデータソースによって生成されるデ
ータの少なくとも一部を含む特定のデータストリームに対してバインドされ得る。データ
コンシューマによる受信を所望される特定のデータは、典型的には、時系列データであり
、連続データであり得る。
【０２１９】
データコンシューマは、例えば本出願の後の節において説明されるクエリメカニズムを
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活用することによって、データソースによって生成される特定のデータについてクラスタ
を照会している場合があり、ストリーミング（ブロック４６０）は、データコンシューマ
によって生成されたこのクエリに対する応答であり得る。ある実施形態においては、デー
タコンシューマは、データソースによって生成され、データソースまたはクラスタによっ
て公開されている特定のデータをサブスクライブし得る。ともあれ、クラスタは、データ
ソースによって生成された所望のデータを、そのキャッシュまたはそのローカルの永続的
データストレージ１５５から受信し、そのデータを、データ分析ネットワーク１１２を介
してデータコンシューマにストリーミングする（ブロック４６０）。
【０２２０】
一部の実施形態においては、方法４５０は、データソースによって生成されたデータの

40

少なくとも一部分に対して、クラスタによって、１つ以上のデータ分析機能または技法を
実施することを含む（図４Ｐには図示せず）。１つ以上の分析機能または技法は、記述的
分析、予測的分析、及び／または規定的分析を含み得る。１つ以上の分析機能または技法
は、例えば、オンラインデータ分析モジュール、別のデータ分析アプリケーション、また
はユーザの要求毎に、クラスタによって実施され得る。別の例においては、１つ以上の分
析機能または技法は、クラスタによって自動的に開始及び実施され得る。１つ以上の分析
機能または技法の実行の結果は、要求しているパーティに返される場合があり、ならびに
／またはクラスタにおいてローカルで、永続的データストレージ１５５に記憶される場合
がある。一部の実施形態においては、１つ以上の分析機能または技法は、クラスタに登録
される複数のデータソースによって生成され、クラスタに記憶（及び任意選択でキャッシ
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ュ）されているデータに対して実施される。
【０２２１】
クラスタは、プロセスプラント５内のデータソースによって生成される一次データを受
信し、プロセスプラント５内のこれらのデータソース付近に配置されるため、クラスタは
、本明細書においては「ローカル」クラスタと呼ばれる。一部の実施形態においては、方
法４５０は、リージョナルクラスタ、広域クラスタ、プラントワイドクラスタ等の集中型
クラスタによって生成される告知をローカルクラスタが検出することを含む。ローカルク
ラスタは、それ自身を集中型クラスタに登録することができ、そのキャッシュ及び／また
はその永続的データストレージ１５５に記憶されているローカル分析データの少なくとも
一部を集中型クラスタにストリーミングし得る。例えば、集中型クラスタにストリーミン

10

グされる分析データは、データソースによって生成されるデータ及び／またはローカルク
ラスタによって実施される１つ以上の分析機能の結果を含み得る。ローカルクラスタは、
集中型クラスタによって開始されるクエリ毎に、集中型クラスタに対してデータをストリ
ーミングしてもよく、ならびに／またはローカルクラスタは、集中型クラスタによってサ
ブスクライブされているデータを公開してもよい。
【０２２２】
一部の実施形態においては、方法４５０は、クラスタのローカルの永続的ストレージ１
５５に記憶されているデータをヒストライズまたはバックアップすることを含む（図４Ｐ
には図示せず）。データのバックアップはクラスタによって開始されてもよく、あるいは
データのバックアップは集中型分析データヒストリアンによって開始されてもよい。ある

20

実施形態においては、クラスタ及び集中型分析データヒストリアンは、パブリッシャ／サ
ブスクライバの関係性を有し得る。クラスタからデータをバックアップするタイミング及
び／またはその量は、ある実施形態においては、システム１００のシステムアドミニスト
レータによって定義され得る。バックアップされるデータは、長期ストレージ及びバック
アップのために、クラスタから分析データヒストリアンに送信及び／またはストリーミン
グされ得る。
【０２２３】
図４Ｑは、ローカライズしたデータ分析サービスを提供する例示的方法４７０を描写す
る。ある実施形態においては、分散型データエンジン１０２ｘまたはＤＤＥ１０２ｘのク
ラスタは、方法４７０の少なくとも一部分を実施する。概して、方法４７０の少なくとも
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一部分は、システム１００等の分散型工業パフォーマンス監視及び／または分析システム
の任意の部分によって実施され得る。実際、方法４７０は、本明細書に記載されるシステ
ム、装置、デバイス、及び／または技法のうちのいずれかの任意の部分を用いて行われ得
る。しかし、考察の容易さのために、方法４７０は、一元的なＤＤＥインスタンス１５０
として現れる、システム１００の１つ以上のＤＤＥ１０２ｘのクラスタに関して下で説明
される。しかしながら、これは多数の実施形態のうちの１つであるに過ぎず、限定的であ
ることを意図しない。
【０２２４】
例示的方法４７０は、集中型クラスタによる、集中型クラスタの存在の告知を含む（ブ
ロック４７２）。データソースは典型的には集中型クラスタに直接は登録しないため、集

40

中型クラスタは、図４Ｐのローカルクラスタとは異なる。むしろ、多くの場合、ローカル
クラスタまたは他の種類のクラスタが集中型クラスタに登録し、そのような他のクラスタ
から受信するデータに対して、集中型クラスタがデータ分析機能を実施する。しかし、ロ
ーカルクラスタと同様に、集中型クラスタは、プロセスを制御するように運転する際にオ
ンラインであるプロセス制御プラント５のデータ分析ネットワーク１１２に含まれ、集中
型クラスタの告知は、データ分析ネットワーク１１２を通じて、送信、ストリーミング、
及び／またはブロードキャストされ得る。本明細書で使用する場合、「集中型」クラスタ
は、他のクラスタが登録しているクラスタを指す。集中型クラスタは、制御ループ（例え
ば、「制御ループ」クラスタ）、プロセスプラントのある領域（例えば、「広域」クラス
タ）、プロセスプラントのあるリージョン（例えば、「リージョナル」クラスタ）、全体
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のプロセスプラント（例えば、「プラントワイド」クラスタ）、複数のプロセスプラント
（「エンタープライズ」クラスタ）等を処理し得る。典型的には、集中型クラスタは、単
一の、一元的ＤＤＥインスタンス１５０としての見かけを有する、データ分析ネットワー
ク１１２を介して相互接続する複数のＤＤＥを含む。
【０２２５】
方法４７０は更に、集中型クラスタの告知への別のクラスタからの応答を、集中型クラ
スタで受信することを含む。例えば、他方のクラスタからの応答は、集中型クラスタに登
録するという他方のクラスタの要求であり得、方法４７０は、他方のクラスタを集中型ク
ラスタに登録することを含み得る（ブロック４７５）。登録するクラスタは、図４Ｐのロ
ーカルクラスタ等のローカルクラスタであり得、あるいは登録するクラスタは、別の集中

10

型クラスタであり得る。
【０２２６】
加えて、方法４７０は、登録されたクラスタからストリーミングされるデータを集中型
クラスタにおいて受信することを含む（ブロック４７８）。例えば、登録されたクラスタ
は、その記憶及び／またはキャッシュしているデータの一部分を、データ分析ネットワー
ク１１２を介して集中型クラスタにストリーミングし得る。したがって、ストリーミング
されるデータは、典型的には、例えば連続データであり得る時系列データを含む。追加的
または代替的に、集中型クラスタは、登録されたクラスタによって公開される特定のデー
タをサブスクライブしてもよい。一部の実施形態においては、集中型クラスタは、例えば
、本出願の後の節において説明されるクエリメカニズムを用いることによって、特定のデ

20

ータについて、登録されたクラスタに照会する。ストリーミングされるデータは、登録さ
れたクラスタによって生成されたデータを含み得、ならびに／またはデータソース及び／
もしくは他のクラスタから登録されたクラスタにストリーミングされたデータを含み得る
。
【０２２７】
一部の実施形態においては、集中型クラスタは、例えば受信したデータが１つ以上のキ
ャッシュ条件を満たす場合、それが受信するストリーミングされたデータの少なくとも一
部をキャッシュする。集中型クラスタにおいて受信されるデータのいずれかがキャッシュ
されるか否かに関わらず、受信したデータの全体が、集中型クラスタの永続的ストレージ
１５５にローカルで記憶される。

30

【０２２８】
ブロック４８０においては、方法４７０は、受信され、ストリーミングされたデータ（
例えば、そのキャッシュ及び／またはその永続的記憶領域１５５に記憶されているデータ
）の少なくとも一部分に対して、１つ以上のデータ分析機能または技法を実施することを
含む。１つ以上の分析機能または技法は、記述的分析、予測的分析、及び／または規定的
分析を含み得る。例えば、１つ以上の分析機能または技法は、オンラインデータ分析モジ
ュール、別のデータ分析アプリケーション、またはユーザの要求毎に、集中型クラスタに
よって実施され得る。別の例においては、１つ以上の分析機能または技法は、集中型クラ
スタによって自動的かつ／または定期的に実施され得る。１つ以上の分析機能または技法
の実行の結果または出力は、要求しているパーティに返される場合があり、ならびに／ま
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たは集中型クラスタにおいてローカルで、永続的データストレージ１５５に記憶される場
合がある。一部の実施形態においては、１つ以上の分析機能または技法は、複数の登録さ
れたクラスタによって生成され、集中型クラスタに記憶（及び任意選択でキャッシュ）さ
れているデータに対して実施される。
【０２２９】
方法４７０は、１つ以上の分析機能または技法の結果または出力の少なくとも一部を、
データ分析ネットワーク１１２を介して、集中型クラスタによって１つ以上のデータコン
シューマへとストリーミングすることを含む（ブロック４８２）。１つ以上のデータコン
シューマは、例えば、別の分析ノードもしくはクラスタ、データ分析アプリケーション、
ユーザインターフェイス及び／もしくはユーザインターフェイスアプリケーション、オン
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ラインデータ分析モジュール、別のアプリケーション、ならびに／またはデータベースも
しくはデータヒストリアンを含み得る。１つ以上のデータコンシューマは、集中型クラス
タ、特定の分析結果／出力、及び／または特定の分析結果／出力を含む特定のデータスト
リームに対してバインドされ得る。
【０２３０】
１つ以上のデータコンシューマは、例えば本出願の後の節において説明されるクエリメ
カニズムを活用することによって、特定の分析結果／出力について集中型クラスタを照会
している場合があり、ストリーミング（ブロック４８２）は、１つ以上のデータコンシュ
ーマによって生成されたこのクエリに対する応答であり得る。追加的または代替的に、デ
ータコンシューマは、集中型クラスタによって公開される特定の分析結果／出力をサブス

10

クライブしてもよい。ともあれ、集中型クラスタは、所望のデータを、そのキャッシュま
たはそのローカルの永続的データストレージ１５５から受信し、その所望のデータを、デ
ータ分析ネットワーク１１２を介して１つ以上のデータコンシューマにストリーミングす
る。一部の場合においては、所望の分析結果／出力データは、１つ以上のデータ分析機能
または技法により、その生成時にストリーミングされる。
【０２３１】
一部の実施形態においては、方法４７０は、１つ以上の追加的なローカルクラスタを集
中型クラスタに登録することと、この１つ以上の追加的なローカルクラスタからそれぞれ
の分析データを受信することとを含む（図４Ｑには図示せず）。そのような実施形態にお
いては、１つ以上のデータ分析機能または技法を実施すること（ブロック４８０）は、集
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中型クラスタにおいて複数のローカルクラスタから受信した分析データに対してデータ分
析機能または技法を実施することを含み得る。
【０２３２】
一部の実施形態においては、方法４７０は、集中型クラスタのローカルの永続的ストレ
ージに記憶されているデータ（例えば、ビッグデータ記憶領域１５５に記憶されているデ
ータ）をヒストライズまたはバックアップすることを含む（図４Ｑには図示せず）。デー
タのバックアップは集中型クラスタによって開始されてもよく、あるいはデータのバック
アップは集中型分析データヒストリアンによって開始されてもよい。ある例においては、
集中型分析データヒストリアンにおける集中型クラスタは、パブリッシャ／サブスクライ
バの関係性を有し得る。集中型クラスタからデータをバックアップするタイミング及び／
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またはその量は、その集中型クラスタにおいて、または別の集中型クラスタにおいて、シ
ステム１００のシステムアドミニストレータによって定義され得る。例えば、システムア
ドミニストレータは、ユーザインターフェイスを活用して、システム１００内におけるバ
ックアップに関する規則のセットを管理し得、この規則のセットは、集中型クラスタに記
憶され得る。バックアップされるデータは、長期ストレージ及びバックアップのために、
集中型クラスタ１５２及び分析データヒストリアンから送信及び／またはストリーミング
され得る。
【０２３３】
追加的または代替的に、一部の実施形態においては、方法４７０は、データ分析システ
ム１００のクラスタ、ノード、及び／またはＤＤＥ１０２ｘ内における分析データの複製
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に関する規則のセットを提供することを含む。例えば、複製規則のセットは、どの特定の
分析データが、データ分析ネットワーク１１２のどの特定のノード内において複製される
か、ならびにどのくらいの頻度で特定の分析データが特定のノード内においてアップデー
トされるかを定義することができる。例えば、複製規則のセットは、ノートＢ〜Ｄがそれ
らそれぞれのデータ分析機能を実施する際に、複製された結果を利用可能であるように、
どのくらいの頻度で、ノードＢ〜Ｄにおいて、ノードＡによって実施された分析機能Ａの
結果を（例えば、ストリーミングによって）複製するかを定義し得る。ヒストライズ及び
バックアップの規則と同様に、複製規則のセットは、１つ以上の集中型クラスタにおいて
、システム１００の管理されるシステムによって定義され得る。例えば、システムアドミ
ニストレータは、ユーザインターフェイスを活用して、複製規則のセットを管理すること
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ができ、複製規則のセットは、それらの１つ以上の集中型クラスタにおいて記憶され得る
。
【０２３４】
一部の実施形態においては、方法４７０は、別の集中型クラスタによって生成される告
知を集中型クラスタが検出することを含む。例えば、告知するクラスタは、プロセスプラ
ント５の構内に配置される、リージョナルクラスタ、広域クラスタ、またはプラントワイ
ドクラスタであり得る。一部の場合においては、告知するクラスタはクラウドにホストさ
れ得、プラント５の一部分、プラント５の全体、または複数のプラントに関して分析サー
ビスを提供し得る。集中型クラスタは、それ自身を、告知するクラスタに登録することが
でき、そのキャッシュ及び／またはその永続的データストレージ１５５に記憶されている

10

分析データを、告知するクラスタにストリーミングし得る。例えば、集中型クラスタは、
集中型クラスタが実施した分析機能の結果の少なくとも一部をストリーミングし得る。集
中型クラスタは、その集中型が登録されている告知するクラスタにデータをストリーミン
グしてもよく、ならびに／または集中型クラスタは、告知するクラスタによってサブスク
ライブされているデータを公開してもよい。
【０２３５】
一部の実施形態においては、方法４７０は、他のローカル及び集中型クラスタ、ならび
に個々のＤＤＥ１０２ｘが使用できる、ロケーションサービス、ストリーミングサービス
（例えば、図１のストリーミングサービス１１５）、及び／またはデータディクショナリ
を提供して、それらの間での分析データの交換を確立することを含む（図４Ｑには図示せ

20

ず）。
【０２３６】
工業パフォーマンス監視／分析のサービス
Ｄａｔａ

Ｓｔｕｄｉｏによる、オフラインデータダイアグラムのオンラインデータダ

イアグラムへの転換、オフライン及びオンラインブロック及びモジュールの両方の実行、
ならびにダイアグラムによって表される分析の機能性は、データ分析システム（ＤＡＳ）
１００等の工業パフォーマンス監視／分析システムによって提供される、Ａｎａｌｙｔｉ
ｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅによって実現される。Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅは、本

明細書においては交換可能に、「Ｓｅｒｖｉｃｅ」、「Ｓｅｒｖｉｃｅｓ」、または「Ａ
ｎａｌｙｔｉｃｓ
ｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅｓ」と呼ばれる。本明細書に記載されるＡｎａｌｙｔ

30

Ｓｅｒｖｉｃｅｓのいずれかの部分または全ての部分が、図１、２、３、及び／

または４Ａ〜４Ｑのいずれかの部分または全ての部分と併せて、かつ／あるいは図１、２
、３、及び／または４Ａ〜４Ｑにそれぞれ対応する本開示の節に記載される任意の数の特
色及び／または技法と併せて動作し得る。
【０２３７】
概して、Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅは、（例えば、Ｄａｔａ

Ｓｔｕｄｉｏ

及び／またはＤａｓｈｂｏａｒｄにおける）オフラインダイアグラムのコンパイル、実行
、及び／または転換が可能であり、（例えば、Ｄａｔａ

Ｓｔｕｄｉｏ及び／またはＤａ

ｓｈｂｏａｒｄにおける）オンラインダイアグラムのコンパイル、実行、及び／または作
成が可能である。Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅは、特定の種類（複数可）のデー

タの知識を必ずしも必要とせず、ならびにＡｎａｌｙｔｉｃｓ

40

Ｓｅｒｖｉｃｅのユーザ

が、分析を実施する低水準プログラミングを行うことを必要とせずに、大きなセットのデ
ータ、すなわちＢｉｇ

Ｄａｔａの探査を容易にする。Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉ

ｃｅ５００の例示的ブロックダイアグラムアーキテクチャが、システム１００の一部分の
文脈において、図５Ａに示される。より具体的には、Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃ

ｅ５００は、複数のコンピュータ実装プロセスのうちの１つであり、これらのコンピュー
タ実装プロセスの各々が、様々なソフトウェアエンティティ（例えば、１つ以上の有形の
非一時的コンピュータ媒体に記憶される、コンピュータが実行可能な命令及びデータ）と
関連付けられる。下で詳細に説明されるように、Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅ５

００は、システム１００の様々なエンティティによって生成及び／または記憶されるデー
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タを介して、多くの部分で、より大きなシステム１００と相互作用する。
【０２３８】
上記のように、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎは、

実施形態においては、ウェブベースのアプリケーションである。図５Ａは、そのような実
施形態において、すなわち、ウェブベースのＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

ｐｐｌｉｃａｔｉｏｎを伴って実装される、Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ａ

Ｓｅｒｖｉｃｅ５００

の実施形態を描写する。その最も広い意味においては、この様式で実装されるＡｎａｌｙ
ｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅ５００は、クライアント側の、サーバ側の、及びバックエンド

のコンピュータ実装プロセスを含む。例えば、図５Ａに描写されるように、Ａｎａｌｙｔ
ｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅ５００は、ウェブクライアントプロセス５０２、ウェブサーバプ

10

ロセス５０４、実行サービスプロセス５０６、及び１つ以上のジョブプロセス５０８を含
む。様々なプロセス５０２、５０４、５０６、５０８は、１つ以上のプロセッサにおいて
、１つ以上のワークステーションまたはサーバにおいて、１つ以上の物理的及び／または
地理的ロケーションにおいて実行され得る。すなわち、ウェブクライアントプロセス５０
２のあるインスタンスが、ウェブサーバプロセス５０４が実行されているサーバから離れ
たワークステーションにおいて実行され得る一方で、ウェブクライアントプロセス５０２
の別のインスタンスが、ウェブサーバプロセス５０４が実行されているサーバと同じサー
バ上で実行されてもよく、実際、同じプロセッサ上で動作してもよい。別の例としては、
実行サービスプロセス５０６が、プロセス制御環境の領域内のワークステーションにおい
て実行され得る一方で、１つ以上のジョブプロセス５０８は、プロセス制御環境から離れ

20

て配置される分散型プロセス環境（例えば、サーバファーム）の１つ以上のプロセッサに
おいて実行され得る。簡単に言えば、Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅ５００は、様

々なプロセス５０２、５０４、５０６、５０８が、同じプロセッサ、ワークステーション
、プロセッサのバンク、１つ以上の仮想マシン、及び／または同じ物理的もしくは地理的
ロケーションにおいて実行される必要性、または実行されない必要性が存在しないほど、
フレキシブルであるように設計される。有利なことに、このアーキテクチャは、Ａｎａｌ
ｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅ５００によって提供されるデータ分析へのリモートアクセス

、ならびに巨大プロセッサ及び計算リソースを活用して分析を実施する能力を促進するの
みならず、また、Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅ５００が、複数のプロセスプラン

トの地理的ロケーションがどれだけ異なり得ようと、それらにまたがってデータを消費及

30

び／または分析することも可能にする。
【０２３９】
ウェブクライアントプロセス５０２は、一般に理解されている原理とそれほど異なりは
しないが、上記のＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎの説

明に則った原理に従って動作する。例えば、ウェブクライアントプロセス５０２は、例え
ば、ＤＤＥ
ａ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

８ａ〜ｎ、Ｄａｔａ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ（例えば、Ｄａｔ

Ｓｔｕｄｉｏ２４０のキャンバス２４５及びユーザ制御部２４

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｄａｓｈｂｏａｒｄ等）をユーザに呈示する

閲覧エンティティ５１０；ブロック状態等のアプリケーションデータの、ユーザインター
フェイスが活用し得る形態への移送及び翻訳を管理し、かつオンラインデータモジュール

40

のオペレーションからのフィードバックを提供し、ならびに／または別様にそのオペレー
ションを示すビューを生成する、ビューモデルエンティティ５１２；ウェブクライアント
プロセス５０２にダウンロードされ、かつユーザがＤＤＥ
ｅ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎと相互作用するために使用するクライアントワークステーシ

ョンまたはデバイスに存在する、ソフトウェアエンティティ（すなわち、ウェブベースの
アプリケーション）である、アプリケーションエンティティ５１４；ならびにＤＤＥ
ｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ｕ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎに、及びそこからデータを受け渡

す、データサービスエンティティ５１６を含む、様々なソフトウェアエンティティを含む
。
【０２４０】
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データサービスエンティティ５１６は、例えば、ユーザ入力及び要求に対する応答とし
て、実行された様々なジョブから返されるデータを受信する。上記のように、ならびに下
の更なる詳細においては、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉ

ｏｎは、異種データ（もしくは既知の関係性のデータ）間の関係性を発見するために使用
される（例えば、Ｄａｔａ

Ａｎａｌｙｓｉｓ

Ｓｔｕｄｉｏにおける）探査モード、ま

たはリアルタイム（もしくは準リアルタイム）の連続分析を実施して、プロセス制御環境
において少なくとも１つの値を予測するために使用される（例えば、Ｄａｓｈｂｏａｒｄ
における）予測モードのいずれかで、プロセス制御環境からのデータ（及び、一部の場合
においては、プロセス制御環境によって現在生成されているデータ）に基づく様々な分析
の実行を要求し得る。本明細書で使用する場合、語句「リアルタイム（ｒｅａｌ

ｔｉｍ

10

ｅ）」または「リアルタイムの（ｒｅａｌ−ｔｉｍｅ）」は、「プロセスプラントの現在
のオペレーションを調整するためまたは別様にそれに影響を及ぼすために有用であり続け
るように、十分に同時期であること」を意味する。例えば、１つ以上のブロックがキャン
バス２４５上に配置され、それらのブロックのうちの１つ以上が実行される場合、その実
行の結果は、データサービスエンティティ５１６を介してアプリケーションエンティティ
５１４へと戻され（例えば、ウェブサーバプロセス５０４からのウェブソケットプロトコ
ル接続を用いて）、表示エンティティ５１０を介してユーザに対して表示され得る。
【０２４１】
同時に、データサービスエンティティ５１６は、他のプロトコル（例えば、ＨＴＴＰ）
を介してウェブサーバプロセス５０４と通信して、アプリケーションエンティティ５１４

20

のオペレーションに必要な様々な種類の情報を要求及び受信し得る。例として、アプリケ
ーションエンティティ５１４が最初に実行される場合、それは、ＨＴＴＰプロトコルを用
いるデータサービスエンティティ５１６を介して、ブロック定義ライブラリ２５２からの
最新のブロック定義２５５を要求及び受信し得る。あるいは、アプリケーションエンティ
ティ５１４は、当初は、利用可能なブロック定義２５５のカテゴリ及びリストのみを受信
し得、ユーザによって選択されたとき、アプリケーションエンティティ５１４は、ＨＴＴ
Ｐプロトコルを用いるデータサービスエンティティ５１６を介して、ユーザによって選択
された特定のブロック定義２５５を要求及び受信し得る。
【０２４２】
ここで、ウェブサーバプロセス５０４に注目すると、１つ以上のサーバ通信エンティテ

30

ィ５１８が、ウェブクライアントプロセス５０２と通信する。上記のように、サーバ通信
エンティティ（複数可）間の通信は、ＨＴＴＰ、ＨＴＴＰＳ等のプロトコル及びウェブソ
ケットプロトコルを実装し得るが、本出願にとって好適である任意の他のプロトコルが実
装され得るため、記載される特定のプロトコルは限定的であるものとみなされるべきでは
ない。ウェブクライアントプロセス５０２との通信に加えて、サーバ通信エンティティ５
１８は、キャンバス２４５に配置される１つ以上のブロック（すなわち、ダイアグラムの
プログラミング要素）に従って要求される命令（例えば、データ分析、データローディン
グ、データフィルタリング等）を実行する１つ以上のプロセスからデータを受信し得る。
データは、プロセスから、例えばサーバ通信エンティティ５１８のウェブソケット（図示
せず）を介して受信され得、これもまたウェブソケットプロトコルを介して、ウェブクラ

40

イアントプロセス５０２に通信され得る。
【０２４３】
データサービスエンティティ５２０は、ウェブクライアントプロセス５０２に対して、
様々なブロックと関連付けられる命令を実行するプロセスから受信するデータ以外のデー
タを提供する。例えば、データサービスエンティティ５２０は、ブロック定義ライブラリ
２５２からのブロック定義２５５を回収し、それをアプリケーションエンティティ５１４
に通信し得、ならびに／またはブロックの実行についてのステータス情報を、そのステー
タスが表示エンティティ５１０によって表示され得るように、実行サービスプロセス５０
６からアプリケーションエンティティ５１４に通信し得る。
【０２４４】
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図５Ｂに注目すると、データサービスエンティティ５２０がより詳細に描写される。具
体的には、データサービスエンティティ５２０は、ブロック定義ライブラリ２５２のブロ
ック定義２５５のコピー（またはそれに対するポインタ）と、データプラグインのセット
５２３とを含む。データプラグイン５２３の各々は、アプリケーションエンティティ５１
４から呼び出されて特定のタスクを実施し得るインターフェイスに対して適合する、コン
ピュータが実行可能な命令のセットである。プラグイン５２３の各々は、アプリケーショ
ンエンティティ５１４からは独立しており、アプリケーションエンティティ５１４が、プ
ラグイン５２３をロードすることを特定するメタデータと遭遇したときに、アプリケーシ
ョンエンティティ５１４によってロードされる。プラグイン５２３は、アプリケーション
及び／またはＡｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅ５００が動作している動作環境に対し

て特異的なロジックを含み得る。すなわち、Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

10

Ｓｅｒｖｉｃｅ５００

を実装するプロセス制御環境用のプラグインのセット５２３は、Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓ

ｅｒｖｉｃｅ５００を実装する金融サービス用のプラグインのセットとは異なる場合があ
り（Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅ５００は、特定の種類（複数可）のデータの知

識を必ずしも必要とせず、ならびにＡｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅ５００のユーザ

が、分析を実施する低水準プログラミングを行うことを必要とせずに、大きなセットのデ
ータ、すなわちＢｉｇ

Ｄａｔａの探査を容易にすることに留意されたい）、また、実際

、Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅ５００を実装する異なるプロセス制御環境用のプ

ラグインのセットとも異なる場合がある。
【０２４５】

20

アプリケーションエンティティ５１４からのブロック定義２５５の分離は、アプリケー
ションエンティティ５１４が、顧客の要件に基づいて、異なるブロック定義を使用及び展
開することを可能にする。アプリケーション及び／または動作環境に対して特異的なロジ
ックは、アプリケーションエンティティ５１４にハードコードされていないため、ブロッ
ク定義は、アプリケーションエンティティ５１４の根本的なオペレーションに影響を及ぼ
すことなく、作成、追加、修正、及び／または除去することができる。アプリケーション
エンティティ５１４からは別個にプラグイン５２３及びブロック定義２５５を提供するこ
とによって、アプリケーションエンティティ５１４は、特定の用途にとって必要とされる
特定のブロック定義２５５及びプラグイン５２３に関わらず、類似の機能で動作し得る。
【０２４６】

30

図５Ａを再度参照すると、上記のように、アプリケーションエンティティ５１４は、キ
ャンバス２４５上における、図４Ｌのオフラインダイアグラム３４０等のオフラインダイ
アグラムの作成を容易にするように動作する。オフラインダイアグラムを作成するために
、ユーザは、１つ以上のブロックを選択してキャンバス２４５上に配置し（例えば、ドラ
ッグアンドドロップによって）、データがそれらのブロック間で通信されるように、それ
らのブロックを共に「ワイヤでつなげる」。ブロックの各々は、ブロック定義ライブラリ
２５２のブロック定義２５５のうちの１つとして記憶されるテンプレートブロックのイン
スタンスである。ユーザがユーザ制御部２４８ｍをアクティブ化したとき、アプリケーシ
ョンエンティティ５１４は、表示エンティティ５１０に、ブロック定義２５５の利用可能
なカテゴリ及び／または利用可能なブロック定義２５５を表示させ、ここからユーザはブ

40

ロックを選択して、きゃんばス２４５上に配置することができる。ある実施形態において
は、ブロック定義ライブラリ２５２は、実行サービスプロセス５０６もしくはウェブサー
バプロセス５０４のうちの１つまたはそれら両方によって共有されるメモリデバイスに記
憶されており、ブロック定義ライブラリ２５２のメタデータ（例えば、ブロック定義の名
称、ブロック定義のカテゴリ等）は、アプリケーションエンティティ５１４に送信される
が、ブロックがキャンバス２４５上に配置されるように選択されるときにのみ、ブロック
定義はアプリケーションエンティティ５１４に送信される。あるいは、ブロック定義ライ
ブラリ２５２は、アプリケーションエンティティ５１４がウェブクライアントにおいてイ
ンスタンス化され、ウェブクライアントプロセス５０２の実行中、終始ウェブクライアン
トに存在し続ける場合、その全体がアプリケーションエンティティ５１４に送信される。
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ブロック定義ライブラリ２５２のマスターコピーは、プロセス制御環境内のデータベース
（図示せず）、ネットワークを介してアクセス可能なクラウドストレージデバイス、ワー
クステーション等において存在し得る。
【０２４７】
ブロック定義２５５は、各ブロックの機能性に従ってカテゴリ化され得る。図５Ａは、
描写されるいくつかのカテゴリ５２１の各々の内で分類されたブロック定義２５５を描写
するが、図５Ａは、任意の特定のカテゴリ５２１にカテゴリ化されたブロック定義２５５
が必ず一緒に記憶されること、または必ず他のブロック定義２５５とは別個に記憶される
ことを提案することを意図してはいない。これは一部の実施形態においては当てはまる場
合もあるが、他の実施形態においては、ブロック定義２５５はいかなる特定の順番でも記

10

憶されておらず、代わりに、ブロック定義が属するカテゴリを示し得るメタデータで各々
がタグ付けされ得る。任意の所与のブロック定義２５５に関するメタデータはまた、例と
してであり限定ではないが、入力及び出力の数、ブロックの実行にとって必要とされるプ
ロパティ、各プロパティに関するＵＩ制御タイプ、各プロパティに関する制御がいつ（す
なわち、どのような条件の下に）有効化／無効化されるか、プロパティに関するプラグイ
ン情報、プロパティのデフォルト値等を示し得る。
【０２４８】
全てではないが多くの実施形態においては、ブロックは、ブロックがコンパイル及び実
行され得る前に特定され得る、または特定されねばならいプロパティを含む。ブロック定
義２５５はアプリケーションエンティティ５１４に構築されていないため、ユーザがそこ

20

から特定のブロックに関するプロパティを選択し得る値は、アプリケーションエンティテ
ィ５１４がインスタンス化される場合、予め決定できず、かつ／あるいはアプリケーショ
ンエンティティ５１４に提供できない。図５Ｃは、キャンバス２４５上に配置されたブロ
ックに関するプロパティダイアログを呈示するための方法５５１を描写するフローチャー
トである。ブロックがキャンバス２４５上に配置されるとき、アプリケーションエンティ
ティ５１４は対応するブロック定義２５５をデータサービスエンティティ５２０から、あ
るいは実施形態においてはデータベース５２９から回収する（ブロック５５３）。その後
、アプリケーションエンティティ５１４は、例えば、ユーザがブロックをダブルクリック
したとき、キャンバス２４５上に配置されたブロックに関するプロパティダイアログを表
示するためのコマンドを受信する（ブロック５５５）。

30

【０２４９】
アプリケーションエンティティ５１４がブロックに関するプロパティを示すためのコマ
ンドを受信すると（ブロック５５５）、アプリケーションエンティティ５１４は、ブロッ
ク定義をプロパティ毎に構文解析する。各プロパティについて、アプリケーションエンテ
ィティ５１４はそのプロパティに関するメタデータを回収し（ブロック５５７）、プロパ
ティに関するメタデータを構文解析して、プラグイン情報を探す（ブロック５５９）。そ
のプロパティに関して、アプリケーションエンティティ５１４がプラグイン情報を見つけ
る場合（ブロック５６１）、アプリケーションエンティティ５１４は、特定されたプラグ
インを発見し、それをロードする（例えば、データサービスエンティティ５２０のプラグ
イン５２３から）（ブロック５６３）。アプリケーションエンティティ５１４は、プロパ

40

ティに関するメタデータによって特定されたプラグインを呼び出して、必要とされるプロ
パティ値を入手する（ブロック５６５）。一方で、アプリケーションエンティティ５１４
がプロパティに関するプラグイン情報を見つけなかった場合（ブロック５６１）、アプリ
ケーションエンティティ５１４は、プロパティに関するメタデータにおいて、プロパティ
のデフォルト値（複数可）を見つける（ブロック５６７）。
【０２５０】
いずれにせよ、プロパティに関するメタデータによって特定されたプラグインを呼び出
して、プロパティ値を入手するか（ブロック５６５）、あるいはプロパティに関するデフ
ォルト値（複数可）を見つけることで（ブロック５６７）、アプリケーションエンティテ
ィ５１４は、プロパティに関するメタデータにおいて、ＵＩ制御タイプ（テキストボック
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ス、ドロップダウン選択、ラジオボタン、チェックボックス等）を見つけ（ブロック５６
９）、その値（複数可）及び制御をプロパティダイアログに追加する（５７１）。追加的
なプロパティがブロック定義に存在する場合（ブロック５７３）、アプリケーションエン
ティティ５１４がこの次のプロパティに関するメタデータを回収し（ブロック５５７）、
本方法は、追加的なプロパティが存在しなくなるまで継続する（ブロック５７３）。追加
的なプロパティがブロック定義において見つからない場合、アプリケーションエンティテ
ィ５１４は、ユーザがプロパティを設定するためのプロパティダイアログを表示する（ブ
ロック５７５）。
【０２５１】
ある実施形態においては、かつ／あるいは一部のブロック定義２５５に関しては、ブロ

10

ックの１つ以上の第１のプロパティが、ブロックの１つ以上の第２のプロパティが構成さ
れるまで、非アクティブまたは無効化状態において表示され得る。１つ以上の第２のプロ
パティを構成する際、アプリケーションエンティティ５１４は、方法５５１の１つ以上の
ステップを再実行し得、ならびに／または第１のプロパティと関連付けられるプラグイン
５２３のうちの１つ以上を再実行し得る。
【０２５２】
例として、ユーザが、「ロード」ブロックをキャンバス２４５上に配置したと仮定する
。アプリケーションエンティティ５１４は、ブロック定義２５５を回収する。ある実施形
態においては、ロードブロックについてのブロック定義２５５は、アプリケーションエン
ティティ５１４にそのブロックに関するメタデータを提供し、具体的には、ロードブロッ

20

クが３つのプロパティ：ブロックの名称と、選択されたデータベース（データベースの名
称）と、選択されたデータベースから引き出す、選択されたデータセット（データセット
の名称）とを有することを示す。プロパティ構成ダイアログがトリガされると（例えば、
ロードブロックをダブルクリックすることによって）、アプリケーションエンティティ５
１４は、何を表示すべきか決定する必要がある。アプリケーションエンティティ５１４は
、ブロックの名称のプロパティに関するメタデータ内にプラグイン情報が存在しないこと
を決定し得、代わりに、デフォルト値、例えば「ｌｏａｄ＜＃＃＞」を見つける。アプリ
ケーションエンティティ５１４はまた、ブロックの名称のプロパティに関するメタデータ
内で示される、ブロックの名称についての制御タイプが、テキストボックスを特定するこ
とを見つけ得る。アプリケーションエンティティはデフォルト値（例えば、「ｌｏａｄ０

30

１」）を解釈し、それをダイアログ内にテキストボックスとして配置する。
【０２５３】
ブロック定義を構文解析するアプリケーションエンティティ５１４は、データベースの
名称のプロパティに関するメタデータを見つける。データベースの名称のプロパティに関
するメタデータを確認することで、アプリケーションエンティティ５１４は、そのプロパ
ティに関するプラグイン情報を見つけ、適宜、特定されたプラグインを発見、ロード、及
び呼び出す。特定されたプラグインは、特定のアプリケーション及び／または動作環境に
ついて（例えば、特定のプロセス制御環境について）書かれているが、データセットがロ
ードされ得るデータベースの名称（及び関連付けられるロケーション）のリストを発見す
るようにプログラムされている。データベースの名称のリストを受信すると、アプリケー

40

ションエンティティ５１４は、データベースの名称のプロパティに関するメタデータを構
文解析し、ドロップダウン選択制御部で表示されるべきであることを決定する。アプリケ
ーションエンティティ５１４は、プラグインによって返されたデータベースの名称のリス
トと共に、ドロップダウン選択制御部をプロパティダイアログに追加する。
【０２５４】
ブロック定義を構文解析するアプリケーションエンティティ５１４は、データセットの
名称のプロパティに関するメタデータを見つける。データセットの名称のプロパティに関
するメタデータは、プラグインを特定し、データセットの名称のプロパティがドロップダ
ウン選択制御部であることを示すが、また、この制御部が、データベースの名称がユーザ
によって選択されるまで無効化されなければならないことを示す。ロードブロックに関す
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るブロック定義において更なるプロパティが見つからなくなると、アプリケーションエン
ティティ５１４は、ダイアログを表示する。ユーザが、データベース名称ドロップダウン
選択制御部からデータベースの名称のうちの１つを選択すると、アプリケーションエンテ
ィティ５１４は、（データブロック定義から）データセット名称プロパティに関するメタ
データにおいて特定されるプラグインを呼び出し、選択されたデータベースの名称を呼び
出されたプラグインに引数として渡すようになっている。プラグインは、選択されたデー
タベースの名称の中で利用可能であるデータセットの名称を返し、データセットの名称の
プロパティに関するドロップダウン選択制御部を、利用可能なデータセットの名称で埋め
、今度は制御部を無効化ではなく有効化して、ダイアログを再度表示する。その後、ユー
ザはデータセットの名称を選択して、データブロックの構成を完了することができる。

10

【０２５５】
無論、あるブロックがキャンバス２４５上に配置されると、任意の必要とされるプロパ
ティを特定するように構成された後、任意の下流ブロック（すなわち、このブロックの出
力が「ワイヤでつながれ」た入力を有する、任意のブロック）が、このブロックから有効
な入力を得て、有効な出力を生成するように、このブロックは実行され得る（すなわち、
ブロック定義において特定されるプログラミング命令が実行され得る）。例えば、図４Ｌ
に示されるオフラインデータダイアグラム３４０に関して、ＬｏａｄＤＢ４Ｍブロック３
４２ａは、ブロック、Ｃｏｌｕｍｎｓ

Ｘ３４２ｂ及びＣｏｌｕｍｎｓ

Ｙ３４２ｃが構

成され得る前に評価または実行されねばならない。これは、ブロック、Ｃｏｌｕｍｎｓ
Ｘ３４２ｂ及びＣｏｌｕｍｎｓ

Ｙ３４２ｃの構成は、ＬｏａｄＤＢ４Ｍブロック３４２

20

ａの出力からのユーザ選択に基づくためである。一方で、更に図４Ｌを参照すると、ＰＬ
Ｓ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３４２ｄが、ブロック、Ｃｏｌｕｍｎｓ
ｕｍｎｓ

Ｘ３４２ｂ及びＣｏｌ

Ｙ３４２ｃの評価とは独立して構成できる一方で、ブロック、Ｃｏｌｕｍｎｓ

Ｘ３４２ｂ及びＣｏｌｕｍｎｓ

Ｙ３４２ｃは、ＰＬＳ４Ｍ＿Ｘ＿Ｙブロック３４２ｄ

が、オフラインデータダイアグラム３４０にロードされる入力データセットに基づいて評
価され得る前に、評価されなければならない。
【０２５６】
ブロック及び／またはモジュールの実行及び評価は非同期的である。これにより、ユー
ザは、ブロックまたはモジュールが評価されている間に、それらの修正を継続することが
可能になる。例えば、ユーザは、１つのブロックの実行を開始する一方で、１つ以上の他

30

のブロックの編集及び／または構成を継続し得る。有利なことに、別個にコンパイル可能
かつ実行可能である各ブロックは、下流ブロックを選択及び／または構成及び／または実
行する前に評価することができ、その結果を探査することができる。結果として、特定の
ブロックの予期される出力の演繹的知識は必要ではなく、また、任意の特定のブロックの
結果を見る前に、データフローの次のブロックが何になるかを知る必要もない。
【０２５７】
オフラインまたはオンラインダイアグラムの任意の実行は、実行サービスプロセス５０
６及びジョブプロセス５０８の機能性に関与する。一般的に、先に記載したように、ジョ
ブプロセス５０８は、実行サービスプロセス５０６及び／もしくはウェブサーバプロセス
５０６が実行されている１つ以上のプロセッサにおいて（同じプロセッサ（複数可）であ

40

る場合またはそうでない場合がある）、ウェブクライアントプロセス５０２が実行されて
いる１つ以上のプロセッサにおいて、ならびに／またはクラウドコンピューティングプラ
ットフォームにおけるプロセッサ等の１つ以上の別個のプロセッサにおいて実行され得、
１つ以上のプロセッサに基づいて構成される１つ以上の仮想マシンにおいて実行され得る
。また、各ジョブプロセス５０８は、例えば、ターゲット環境用に構成された専用の仮想
マシンにおいて各ジョブプロセス５０８を実行することによって、異なるターゲット環境
において実行され得る。ジョブプロセス５０８の各々は概して、実行されるコードの一部
分を表す。一部の事例においては、特定のジョブプロセス５０８が、特定のブロックと関
連付けられるターゲットスクリプト／コードを実行し、一方で他の事例においては、単一
のブロックと関連付けられる命令が、複数のジョブプロセス５０８における実行のために
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、より小さいスクリプト／コードのセグメントへと分割される。
【０２５８】
具体的には、単一のブロックと関連付けられる命令が、異なるジョブプロセスによる実
行のために小さなスクリプト／コードのセグメントへと分割されるとき、これらの異なる
ジョブプロセスは、協働して何らかの形態の並列化を実現し得る。本明細書で使用する場
合、「並列コンピューティング」は、あるタスクをより小さいユニットへと分割し、それ
らを並列で実施する一般的実践を意味するように使用され、「マルチスレッド処理」は、
複数のスレッドを実行するソフトウェアプログラムの能力（リソースが利用可能である場
合）を意味し、「分散型コンピューティング」は、複数の物理的または仮想マシンにまた
がって処理を広げる能力を意味する。原則的に、分散型コンピューティングは、制限無し

10

にスケールアウトすることができる。これらの概念の見地から、分散型プラットフォーム
において命令を実行することは、分散型モードで命令を実行することと同じではないこと
を理解されたい。分散型処理をサポートする明確な命令が無い場合、それらの命令はロー
カルで実行されることになる。
【０２５９】
タスクを並列化する能力は、タスク自体の定義に内在するプロパティである。一部のタ
スクは、各ジョブプロセスによって実施される計算が全ての他のジョブプロセスから独立
しており、所望の結果のセットが各ジョブプロセスからの結果の単純な組み合わせである
ため、並列化が容易である。これらのタスクを「当惑するほど並列である」と称する。
【０２６０】

20

一部のタスクは、並列化により多くの労力を要する。具体的には、そのような「直線的
に並列である」タスクとは、１つのジョブプロセスによって実施される計算は別のジョブ
プロセスによって実施される計算から独立しているが、所望の結果のセットは各ジョブプ
ロセスからの結果の線形の組み合わせであるというタスクのことである。例えば、「平均
計算」ブロックは、単一のデータのセットが複数の物理的メモリデバイスにまたがって記
憶されている、分散型データベースにおける値のセットの平均を計算する命令によって定
義され得る。より具体的な例としては、平均計算ブロックが、一連の３００個のバイオリ
アクタにまたがる平均温度を計算すると仮定する。これらのバイオリアクタの各々は、関
連付けられるコントローラのメモリに温度データを記憶する。平均計算ブロックの実行は
、３００個のバイオリアクタについての温度値のセットを複数のジョブプロセスの各々に

30

割り当て、次いで、複数のジョブプロセスの各々によって決定された平均の加重平均とし
て、「総」平均を計算することによって並列化され得る。
【０２６１】
データが意味のある方法で整理されなければならないタスクは、並列化がより困難であ
る。「データ並列」タスクとは、各ジョブプロセスによって実施される計算が、各ジョブ
プロセスがデータの「正しい」チャックを有する限り、全ての他のジョブプロセスから独
立しているタスクである。これには、例えば、上記と同じ３００個のバイオリアクタ内に
おいて交差効果が存在しないと仮定すると、これらのバイオリアクタの各々について独立
した温度平均を計算すること（それら３００個全てにまたがる平均ではなく）が含まれ得
る。このタスクは、ジョブプロセスの各々が、これらのバイオリアクタのうちの単一のも

40

のに関する温度データを有する場合に並列化できる。
【０２６２】
しかしながら、そのようなタスクがデータ並列であるためには、データは、タスクと整
合するチャンクとして整理されていなければならない。これは、上記のシナリオの３００
個のバイオリアクタの各々が、その温度データを、単一の対応するデータベースまたはロ
ケーションに記憶している場合に成り立ち得る。しかしながら、３００個のバイオリアク
タ全てに関するデータが単一のデータベースに記憶されており、データベース内でいずれ
の方法でも整理されていなかった場合、このデータは、何らかの種類の分析が起こり得る
前に、再編成を必要とする。本明細書に記載されるシステムにおいては、データの再編成
は、分析を実施するように構築された、ダイアグラム内の他のブロック（例えば、データ
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フィルタリングブロック、クエリブロック等）によって取り扱われ得る。
【０２６３】
ジョブプロセス５０８の作成及び管理、ならびに様々なプロセッサ内におけるジョブプ
ロセスの並列化及び分散は、実行サービスプロセス５０６の担当である。モジュールまた
はブロックが実行される場合、そのモジュールまたはブロックがオンラインダイアグラム
の一部として、またはオフラインダイアグラムの一部として実行されるかに関わらず、そ
のモジュールまたはブロックの構成は、ウェブサーバプロセス５０４から実行サービスプ
ロセス５０６に送信される。実施形態においては、この構成は、ＪＳＯＮ（ＪａｖａＳｃ
ｒｉｐｔ

Ｏｂｊｅｃｔ

Ｎｏｔａｔｉｏｎ）ファイルとして送信されるが、この構成フ

ァイルは、言語に依存しない、非同期のブラウザ／サーバ通信にとって好適である、任意

10

のデータフォーマットを活用し得る。構成ファイルは、ダイアグラム６０２によって表さ
れる分析（またはその一部）が実行される環境の固有のソースコード、ならびに、その実
行にとって必要とされる環境プロパティ及び変数の値を含む。
【０２６４】
ブロック定義は、任意の特定の環境における、そのブロックの実行を必要とせず、ター
ゲット環境は、そのブロック（またはそのブロックを含むモジュール）の構成の際に選択
されるため、Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ、ブロック定義、または記憶されている、もしくは
実行中のブロック及び／もしくはモジュールを書き換える必要無しに、新しいターゲット
環境が、Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅにおいて利用可能であるものに追加され得
20

る。
【０２６５】
同様に、新しいブロック定義２５５は、予め構築されたモジュールのいずれにも影響を
及ぼすことなく、あるいはＡｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅ５００全体または具体的

にはアプリケーションエンティティ５１４のオペレーションのいずれも変更することなく
、任意の時間に、ブロック定義ライブラリ２５２に追加することができる。図５Ｂを再度
参照すると、新しいブロック定義の作成及び追加は、実施形態においては、アルゴリズム
定義ラッパ５２５によって実現される。アルゴリズム定義ラッパ５２５においては、ユー
ザまたは開発者は、定義ジェネレータ５２７を使用して、アルゴリズムを開発することに
よって定義を作成し得る。定義ジェネレータ５２７は、定義２５５
２５５

を生成し、その定義

を、例えばデータベース５２９内のブロック定義ライブラリ２５２に記憶する。

30

本説明の後の節においてより明確になるように、各ブロック定義２５５は、対応するデー
タプラグイン５２３を有し得、そのデータプラグイン５２３は、Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓ

ｅｒｖｉｃｅ５００が把握しているロケーション（例えば、データベース５３１）に記憶
され得る。データサービスエンティティ５２０は、アプリケーションエンティティ５１４
が初期化／インスタンス化されるときに、ブロック定義２５５及びデータプラグイン５２
３を回収し得、それらをアプリケーションエンティティ５１４に提供し得る。
【０２６６】
あるいは、新しいブロック定義を作成するよりもむしろ、一部の実施形態においては、
ユーザによって定義されたブロック定義は、関連付けられるアルゴリズムを有さない場合
もあるが、代わりに、ユーザがユーザ独自のコードを配置することができる、プロパティ

40

を含み得る。すなわち、ブロック定義２５５のうちの１つは、ユーザが、ユーザ独自のア
ルゴリズムをプロパティとしてブロックに入力することを可能にし得る。
【０２６７】
本明細書で使用する場合、用語「パラメータ（ｐａｒａｍｅｔｅｒ）」及び「パラメー
タ（ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ）」は、それぞれ、構成ファイルに含まれ、かつ構成ファイル
経由で実行サービスにパラメータとして渡される、ブロック（複数可）及び／またはモジ
ュール（複数可）のプロパティ（ｐｒｏｐｅｒｔｙ）またはプロパティ（ｐｒｏｐｅｒｔ
ｉｅｓ）を指す。パラメータとして構成ファイルで渡されるプロパティとしては、例とし
て、ファイルパス、データセットの名称、選択される列、ＰＣＡ分析の結果において所望
される構成要素の信頼水準及び数、ならびにコンパイラエンティティ５２６が実行可能な
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コードをコンパイルするために必要とされ、ジョブプロセス５０８がコンパイルされた命
令を実行するために必要とされる任意の他の情報が挙げられ得る。すなわち、ブロックま
たはモジュールの全てのプロパティが実行のために必要とされるわけではない。例えば、
ブロックまたはモジュールの一部のプロパティは、そのブロックまたはモジュールがＤａ
ｔａ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｔｕｄｉｏにおいてどのように表示されるかを特定するか

、あるいは別様にそれに関連し得、そのデータがどのように収集、操作、または処理／分
析されるかについては影響を及ぼさない。
【０２６８】
ある実施形態においては、構成ファイルは、ブロック及び／またはモジュールの定義、
ならびにまた、ブロック／モジュールをコンパイル及び実行するために必要とされる任意

10

のプロパティも含む。ある代替的実施形態においては、構成ファイルは、ブロックの識別
コード及び必要とされる構成パラメータのみを含み、ブロック定義は、メモリから（例え
ば、ブロック定義ライブラリ２５２から）回収される。とにかく、構成パラメータは、ブ
ロック定義に従って変化し得る。一部のブロックは構成パラメータを有さない場合があり
、一方で他のブロックは、１つ、２つ、または多数の構成パラメータを有し得る。加えて
、構成パラメータは必須である場合があり、あるいは任意選択である場合がある。例えば
、データロードブロック（データのセットをロードするブロック）またはクエリブロック
（データセット内で特定のデータをサーチするブロック）は、データがロードまたは照会
される場所を特定するデータパスを必要とし得る。しかしながら、列選択ブロックは、デ
フォルト選択として「全ての列」を有する場合があり、したがって、列のサブセットの選

20

択の、具体的な主体的構成を必要とはしない場合がある。
【０２６９】
構成ファイルにおける他のパラメータとしては、環境パラメータが挙げられ得る。構成
ファイルは、例としてであり限定ではないが、例えばワークフローもしくはその一部がオ
フラインで実行されるか、またはオンラインで実行されるかを特定する実行モード；ター
ゲット実行環境（例えば、Ｐｙｔｈｏｎ、ＰｙＳｐａｒｋ、Ｎａｔｉｖｅ

Ｓｐａｒｋ等

）；実行がローカルであるか、または分散されるか；分散型環境の構成；ワークフローま
たはワークフローの一部分がバインドされるストリーミングデータソースの指標；新しい
ジョブを作成するか、または持続的ジョブにバインドし、その実行を継続するかのオプシ
ョン；持続的ジョブにまたがるデータをキャッシュするオプション；実行中のモデルの精

30

度を評価する目的で、オンラインダイアグラムの実行に検証変数を含むオプション；ある
いは他の環境変数を含み得る。
【０２７０】
ブロック、モジュール、及び／または環境パラメータの構成は、様々な方法のうちのい
ずれかで起こり得る。上記のように、例えば、多くのパラメータが、それぞれのブロック
またはモジュールにおいて設定されるプロパティに従って、構成ファイルに渡される。ダ
イアグラムを構築する際、（常にではないが）多くの場合、ユーザは、下流ブロックを構
成及び／または実行し得る前に、特定のブロックを構成及び実行することが必要である。
これは、ユーザが、データをロードするために第１のブロックを使用して、第２の下流ブ
ロックをデータから列を選択するために使用する場合に当てはまる。ロードブロックは、

40

ロードブロックを実行し得る前に構成されなければならず（例えば、データをロードする
パス、ロードするデータの選択等を伴って）、データ内で利用可能な列が、ユーザによる
列の選択が可能であるように第２のブロックに把握される前に、実行されなければならな
い。
【０２７１】
代替的または追加的に、１つ以上のパラメータが、ブロックまたはモジュールの実行に
ついて要求される際、構成ファイルに追加され得る。これは、例えば、ブロックまたはモ
ジュールのプロパティのうちの１つについて、ユーザが特定しない場合に成り立ち得る。
これはまた、１つ以上のプロパティが、実行に関して要求される際にのみ特定されるよう
にプログラムされている場合にも当てはまり得る。実施形態においては、例えば、Ｄａｔ
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Ｓｔｕｄｉｏは、ブロックまたはモジュールがいつ実行のため

に選択されるか、実行のターゲット環境、及び／またはブロックもしくはモジュールを実
行するターゲットプロセッサもしくはプロセッサのバンクをユーザに特定させる。更に、
一部の実施形態においては、構成ファイル中の１つ以上のパラメータが、Ｄａｔａ
ａｌｙｔｉｃｓ

Ａｎ

Ｓｔｕｄｉｏ環境自体から渡され得る。好ましい実行環境、処理が起こ

り得る／起こらなければならない物理的ロケーションに対する制限（例えば、クラウド実
行の防止または要求）、及びその他等のパラメータが、アプリケーションから、アプリケ
ーション内で実行される全てのブロック／モジュールについて、アプリケーション自体に
おいて特定され得る。これらのパラメータは、任意の特定のブロックまたはモジュールの
実行が要求される際、構成ファイルに渡され得る。

10

【０２７２】
いずれにせよ、図５Ａをなおも参照すると、ジョブリスナエンティティ５２２は、ブロ
ック（複数可）またはモジュール（複数可）を実行するという、構成ファイルによる実行
要求を受信し、実行が要求されているブロック（複数可）及び／またはモジュール（複数
可）に対応する、１つ以上のジョブマネージャエンティティ５２４を作成する。ジョブマ
ネージャエンティティ５２４は、構成ファイルを受信し、特定されるターゲット実行環境
に従って、ダイアグラムコンパイラエンティティ５２６のうちの１つ以上に構成ファイル
を送信して、特定されるターゲット環境内のプロセッサによって実行可能な命令へとコン
パイルさせる。ダイアグラムコンパイラエンティティ５２６は、ダイアグラムコンパイラ
エンティティ５２６の各々が、いくつかの特定されるターゲット環境のうちのいずれかへ

20

と構成ファイルをコンパイルするように動作可能であるように設計されてもよく、あるい
はダイアグラムコンパイラエンティティ５２６の各々が、ただ１つの具体的なターゲット
環境を特定する構成ファイルをコンパイルするように動作可能であるように設計されても
よい。いずれにしても、ジョブコンパイラエンティティ５２６の出力は、特定されるター
ゲット環境内のプロセッサによって実行可能である、コンピュータ可読命令である。
【０２７３】
ダイアグラムコンパイラエンティティ５２６に構成ファイルを送信するジョブマネージ
ャエンティティ５２４は、コンパイルされた出力を、ダイアグラムコンパイラエンティテ
ィ５２６からジョブ実行部エンティティ５２８に送信する。ジョブ実行部エンティティ５
２８は、ジョブのターゲット環境等に関する特定された構成パラメータに従って、コンパ

30

イルされた出力を実行するのに、どのリソース（複数可）（例えば、プロセッサリソース
）が利用可能であるか、ジョブが分散されるべきか否か、ジョブがローカルであるべきか
またはリモートであるべきか、ならびに限定されるものではないが入力データのソース（
複数可）及び出力データの行先（複数可）を含む、任意の／または他の変数を決定し、そ
の後特定されたリソースを用いてジョブプロセス５０８を作成する。各ジョブプロセス５
０８は、コンパイルされた出力を特定のターゲット環境において実行して、特定のターゲ
ットアルゴリズム（すなわち、コンパイルされた命令によって特定された）を実装する。
実施形態においては、ジョブプロセス５０８の一部または全てが、分散型データエンジン
１５０に埋め込まれるビッグデータアナライザ１７０によって実行され得る。
【０２７４】

40

したがって、このフレキシブルなアーキテクチャにおいては、以下のシナリオのうちの
少なくとも各々が可能である。単一のブロックまたはモジュールが、分散型の様式で複数
のプロセッサにまたがって、複数のジョブプロセス５０８として実行されるシナリオ、単
一のブロックまたはモジュールが、単一のプロセッサにおいてシリアルで、複数のジョブ
プロセス５０８として実行されるシナリオ、単一のブロックまたはモジュールが、単一の
プロセッサにおいて、単一のジョブプロセス５０８として実行されるシナリオ、複数のブ
ロックが、分散型の様式で複数のプロセッサにまたがって、対応する複数のジョブプロセ
ス５０８として実行されるシナリオ等。また、概して、単一のブロックまたはモジュール
に対応するジョブプロセス５０８は、同一のターゲット環境（例えば、Ｐｙｔｈｏｎ、Ｐ
ｙＳｐａｒｋ等）において実行されることが企図されるが、モジュール内の異なるブロッ
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ク、またはプロジェクト内の異なるモジュールに関する全てのプロセスが、単一のターゲ
ット環境において動作するという要件は存在しない。一部の事例においては、例えば、あ
る特定のターゲット環境が、モジュール内の１つのブロックと関連付けられるターゲット
アルゴリズムを実現するのにより良好に適し得る一方で、モジュール内の他のブロックは
、異なるターゲット環境においてより効率的に実行され得るため、ブロックは、それぞれ
のプロパティにおいて、異なるターゲット環境を特定するように構成され得、最終結果は
、異なるブロックと関連付けられるジョブプロセス５０８は、異なる環境において実行さ
れるというものになる。
【０２７５】
なおも更に、多くの事例においては、特定のモジュールまたはプロジェクトと関連付け

10

られるブロックは、全て分散型であるか、あるいは全てローカルである、ジョブプロセス
５０８において実行されることが予期される。しかしながら、上の記載の見地から、モジ
ュールまたはプロジェクトの１つ以上のブロックをローカルで実行し、一方でモジュール
またはプロジェクトの他のブロックを１つ以上のリモートのプロセッサ（例えば、クラウ
ドコンピューティング環境）において実行することで効率性を獲得できることは明白であ
ろう。例えば、第１のブロックが、Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅ５００からは離

れて配置されるデータベース（または他のデータストレージ）から特定されるデータを回
収するようにクエリを実施し、第２のブロックが、そのクエリによって返されるデータに
対して分析を実施するというダイアグラムを考慮されたい。このクエリを、データベース
から離れたプロセッサにおいて実施するよりも、データベースに対してローカルであるプ

20

ロセッサにおいて（例えば、データベースの埋込式ＤＤＥにおいて）ジョブプロセス５０
８を作成して、その埋込式ＤＤＥに対してローカルであるデータにクエリを実施する方が
より効率的であり得る。これは特に、ユーザが現在いるプロセス制御環境以外のプロセス
制御環境に関するデータをユーザが照会するとき等、データベースが別の地域にある場合
に当てはまり得る。次いで、クエリの結果は、同一のジョブプロセス（及びプロセッサ）
、同一のプロセッサ内の異なるジョブプロセス、または異なるプロセッサ内の異なるジョ
ブプロセス（例えば、ローカルのプロセッサ）のいずれかにおいて、第２のブロックに従
って分析され得る。
【０２７６】
ジョブ実行部エンティティ５２８はまた、特に分散型処理アプリケーションにおいて、

30

ジョブプロセス５０８の記録を取り、データ依存性の記録を取る。したがって、各ジョブ
プロセス５０８が完了する度に、出力データがジョブ実行部エンティティ５２８に返され
る。ジョブ実行部５２８は、そのデータの一部または全てが別のジョブプロセス５０８に
受け渡されるか、かつ／あるいはウェブクライアントプロセス５０２による、アプリケー
ションエンティティ５１４における表示のために、ウェブサーバプロセス５０４に戻され
るかを決定する。ジョブプロセス５０８の実行中、ジョブ実行部エンティティ５２８は、
ステータス情報を受信し得、このステータス情報は、アプリケーションエンティティ５１
４における表示のために、ウェブサーバプロセス５０４に戻され得る。ジョブプロセス５
０８はまた、特にジョブプロセス５０８が、明確に停止されるまでは連続的に実行される
オンラインダイアグラム（またはオンラインダイアグラムの一部分）を実行しているとき

40

に、ジョブ実行部エンティティ５２８に予測的データを返し得る。予測的データは、予測
的データが生成される度に、ジョブ実行部エンティティ５２８に戻され得、アプリケーシ
ョンエンティティ５１４における表示のためにウェブサーバプロセス５０４に渡され得る
が、一方で、予測的データは同時に、プロセス制御環境内のロケーション（例えば、ＤＤ
Ｅストレージロケーション、制御機能を実施するコントローラ等）に戻されて、オンライ
ンダイアグラム内のブロックのうちの１つの関数として書き込まれ得ることに留意された
い。実施形態においては、ステータス、状態、及び／または予測的データは、ジョブプロ
セス５０８と、ジョブ実行部エンティティ５２８との間で、ジョブ作成中に確立されるバ
ックチャネルストリーミング通信チャネルを経由して受け渡されて、ジョブプロセス５０
８が、互いに、かつ／あるいはジョブ実行部エンティティ５２８と通信することを可能に
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する。
【０２７７】
下の実施例を通じて、Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅ５００を通るデータのフロ

ーは、少なくとも、構成されるブロック及び／またはモジュール、ブロックまたはモジュ
ールの各々について構成されるプロパティ、ならびに実行されるダイアグラムがオフライ
ンダイアグラムであるか、またはオンラインダイアグラムであるかに、ある程度依存する
ことが明白になるであろう。
【０２７８】
実施例１−オフラインダイアグラムの作成
図５Ｄは、ブロック６０４ａ〜６０４ｇ及びワイヤ６０６ａ〜６０６ｈを含む、構成さ

10

れたオフラインダイアグラム６０２をその上に有する、例示的キャンバス６００を描写す
る図である。図５Ａを再度参照すると、キャンバス６００は、ウェブクライアントプロセ
ス５０２によって表示され、特に、アプリケーションエンティティ５１４と協働する表示
エンティティ５１０によって表示される。アプリケーションエンティティ５１４は、デー
タサービスエンティティ５１６を介して、データ（ブロック定義ライブラリ２５２を含む
）を受信するが、このデータサービスエンティティ５１６は、サーバ通信エンティティ５
１８を介して、ウェブサーバプロセス５４０と連通している。
【０２７９】
概して、図５Ｄに描かれるようなオフラインダイアグラム６０２を構築するためには、
２つの方法が存在する。第１に、ユーザは、ブロック定義切り替え部２４８ｍを切り替え

20

て、ブロック定義ライブラリ２５２を開くことができる（図４Ｄを参照）。ブロック定義
ライブラリ２５２から、ユーザは、ブロック６０４ａ〜６０４ｇを１つずつ選択し、ブロ
ック６０４ａ〜６０４ｇをキャンバス６００上に配置することができる。次に、ユーザは
、様々なブロックを接続するために、ワイヤ６０６ａ〜６０６ｈを配置することができる
。ブロック６０４ａの出力６０８ａとブロック６０４ｂの入力６１０ｂとの間にワイヤ６
０６ａを配置、ブロック６０４ｂの出力６０８ｂとブロック６０４ｃの入力６１０ｃとの
間にワイヤ６０６ｂを配置、ブロック６０４ｂの出力６０８ｂとブロック６０４ｄの入力
６１０ｄとの間にワイヤ６０６ｃを配置、ブロック６０４ｂの出力６０８ｂとブロック６
０４ｅの入力６１０ｅとの間にワイヤ６０６ｄを配置、ブロック６０４ｃの出力６０８ｃ
とブロック６０４ｆの入力６１０ｆ２との間にワイヤ６０６ｅを配置、ブロック６０４ｄ

30

の出力６０８ｄとブロック６０４ｇの入力６１０ｇとの間にワイヤ６０６ｆを配置、ブロ
ック６０４ｄの出力６０８ｄとブロック６０４ｆの入力６１０ｆ１との間にワイヤ６０６
ｇを配置、及びブロック６０４ｆの出力６０８ｆ１とブロック６０４ｇの入力６１０ｇと
の間にワイヤ６０６ｈを配置。このようにブロック６０４ａ〜６０４ｇ及びワイヤ６０６
ａ〜６０６ｈを配置した後、オフラインダイアグラム６０２は未構成のままで留まる。
【０２８０】
あるいは、ユーザは、ブロック６０４ａ〜６０４ｇを１つずつ選択及び配置し、各ブロ
ックをキャンバス６００上に配置する度に各ブロック６０４ａ〜６０４ｇについてのプロ
パティを構成し、任意選択で（また、大部分の事例において）、ブロックについてのプロ
パティを構成した後、ブロック６０４ａ〜６０４ｇの各々を実行することができる。

40

【０２８１】
ユーザは、ブロックをクリックし、ブロックに関するブロックプロパティウィンドウ６
１２において、ブロックと関連付けられるプロパティを特定することによって、ブロック
６０４ａ〜６０４ｇの各々を１つずつ構成することができる（プロパティの構成前にブロ
ック６０４ａ〜６０４ｇを配置し、ワイヤで繋げるか、あるいは１つずつ配置し、次のブ
ロックを配置する前に各々についてのプロパティを構成するかに関わらず）。図５Ｄにお
いては、ブロック６０４ａ、すなわちクエリブロックが選択され、クエリブロック６０４
ａに関するブロックプロパティウィンドウ６１２が表示されている。図５Ｄに描写される
例示的キャンバス６００においては、クエリブロック６０４ａに関するブロックプロパテ
ィウィンドウ６１２は、ユーザがクエリを入力することができる、クエリプロパティ入力
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領域６１４を含む。クエリ言語の詳細な説明は、明細書の後の節における考察のために保
留するものの、現在の目的としては、クエリプロパティ入力領域６１４に入力されたクエ
リが、クエリブロック６０４ａの実行に際して照会されるデータのロケーションを特定し
得ると仮定するのに十分である。ブロックプロパティは、ブロックと関連付けられる構成
ファイル内のパラメータとして記憶される。構成ファイルは、ウェブクライアントプロセ
ス５０２を実行するウェブクライアントに存在し得るか、あるいはウェブサーバプロセス
５０４を実行するウェブサーバに配置され得る。
【０２８２】
クエリブロック６０４ａのプロパティを構成した後、ユーザは、典型的には、次の下流
ブロックを配置する前、ならびに／または次の下流ブロック（この場合、ブロック６０４

10

ｂ）のプロパティの構成を開始する前に、ブロック６０４ａを実行する。ブロック６０４
ａを実行するために、ユーザは、評価ユーザ制御部２４８ｉをアクティブ化する。そうす
ることによって、ブロック６０４ａと関連付けられる構成ファイルは、ウェブサーバプロ
セス５０４のデータサービスエンティティ５２０を介して、実行サーバプロセス５０６に
送信される。構成ファイルは、実行サーバプロセス５０６によって、例えばＪＳＯＮファ
イルとして受信され、ジョブリスナエンティティ５２２が、ジョブマネージャエンティテ
ィ５２４を作成して実行要求を処理する。ジョブマネージャエンティティ５２４は、適切
なダイアグラムコンパイラエンティティ５２６に、構成ファイル中のパラメータによって
特定されるターゲット環境にとって好適な、実行可能な命令（すなわち、コンパイルされ
たクエリコード）へと、構成ファイルをコンパイルさせる。ダイアグラムコンパイラエン

20

ティティ５２６は、コンパイルされたコードを含む出力ファイルを返し、また、コンパイ
ルされたコードが適しているターゲット環境を示すメタデータを返し得る。（あるいは、
ジョブマネージャエンティティ５２４は、コンパイルプロセス中、ターゲット環境の知識
を保持してもよい。）ジョブマネージャエンティティ５２４は、出力ファイルをジョブ実
行部エンティティ５２８に受け渡し、このジョブ実行部エンティティが、ターゲット環境
に関する構成ファイルのパラメータに従って、コードがローカルで実行されるべきか、ま
たはリモートで実行されるべきか、コードが分散型システムで実行されるべきか等を決定
し、出力ファイルに含まれる命令を実行するプロセッサ及びメモリリソースを選択及び確
保する。次いで、ジョブ実行部エンティティ５２８は、ジョブプロセス（複数可）５０８
を作成して、出力ファイルを実行する。

30

【０２８３】
出力ファイルの実行が完了したとき（オフラインブロックまたはモジュールの場合にお
いて）、または結果が利用可能になると（オンラインモジュールの場合）、これらの結果
はジョブ実行部エンティティ５２８に返される。この事例においては、保留中の更なる実
行は存在しなかったため（ダイアグラムはオフラインダイアグラムであり、実行したばか
りのブロック、すなわちクエリブロック６０４ａは構成された唯一のブロックであるため
である）、結果は、サーバ通信エンティティ５０８を介してウェブサーバプロセス５０４
に返され、最終的には、ウェブクライアントプロセス５０２におけるアプリケーションエ
ンティティ５１４に返される。出力データは、クエリによって返されたデータの全てを含
み得るが、（限定されるものではないが）クエリによって返されたデータの各列の平均値

40

、標準偏差、及び中央値等の、クエリデータについての様々な統計的情報（メタデータ）
も含み得る。実施形態においては、メタデータ及び結果のデータは、互いからは独立して
記憶される。これによって、有利なことに、ユーザは、結果として生じたデータの全ての
ロード（時間及び／またはリソース、すなわちコンピュータメモリ集約的であり得る）を
必ずしも伴わずに、結果として生じたデータについての情報をレビューすることが可能と
なる。ユーザは、ブロック上のブロック結果閲覧制御部２１２ａ（図４Ａを参照）をクリ
ックすることで、返されたデータ及び／または返されたデータについてのメタデータを閲
覧することができる。デフォルトビューは、結果に含まれる変数の各々についての結果に
関するメタデータを含み得、ユーザが、結果として生じたデータの１つ以上の選択される
部分を選択して、データの全てをロードする必要無しに、ロード、ならびに所望される場
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合、閲覧すること（例えば、グラフ、図表、表等の形態で）を可能にし得る。加えて、ア
プリケーションエンティティ５１４への結果の返却は、ワイヤ６０６ａによって、データ
及び／またはメタデータが利用可能にされる、次の下流ブロック（この場合、ブロック６
０４ｂ）のプロパティの構成を可能にする。
【０２８４】
ブロック（例えばブロック６０４ａ）の実行は、次の下流ブロック（例えばブロック６
０４ｂ）を構成するために、全ての事例において必要とされるわけではないことに留意さ
れたい。下流ブロックを構成及び／または実行できるようになる前に、あるブロックを構
成及び／または実行しなければならないかどうかは、本開示全体の見地から理解されるよ
10

うに、データ依存性に依存することになる。
【０２８５】
実行中、ジョブプロセス５０８は、様々な分散型データエンジン１５０と通信して、ビ
ッグデータストレージ１５５に記憶されているデータを受信またはそれにアクセスできる
ことにも留意されたい。ジョブプロセス５０８が埋込式ビッグデータアナライザ１７０に
おいて実行されている事例においては、ビッグデータアナライザ１７０は、ビッグデータ
ストレージ１５５に対して、直接または１つ以上のビッグデータ要求サービサ１６５を介
して、通信可能に連結され得るあるいは、ジョブプロセス５０８が、埋込式ビッグデータ
アナライザ１７０の一部ではないプロセッサにおいて実行されている事例においては、ジ
ョブプロセス５０８は、ネットワークを介してＤＤＥと通信可能に連結され得、ビッグデ

20

ータ要求サービサ１６５を介して、データを要求し得る。
【０２８６】
オフラインダイアグラム６０２のブロック６０４ｂ〜６０４ｇの各々のプロパティの構
成及び実行は同じ様式で継続し、極めて詳細に述べる必要はない。
【０２８７】
Ａ．探査及びモデル化のためのオフラインダイアグラムの使用
Ｏｆｆｌｉｎｅダイアグラムを扱っている、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎのユーザは概して、以下の２つのうちの一方、または両方を行う
ことを期待している。（１）様々なデータのセットを探査して、様々なデータセット及び
／または事象間の関係性を探究及び発見すること、ならびに（２）リアルタイムの連続的
予測能力を実装することを目的として、それらの関係性のモデルを作成すること。後者を

30

実現するには、前者への取り組みに費やされた時間の何らかの尺度が必要となる。すなわ
ち、（全てではないが）多くの事例においては、ユーザは、データセットを探査して、様
々な分析ツール（主構成要素分析、フーリエ解析、回帰分析等）を用いてデータ間の関係
性を見つけ、予測値を有するように考えられる関係性が見つかった場合、ユーザは、その
分析をモデルとして実装し、それをプロセスのリアルタイム連続分析に採用する。
【０２８８】
実施形態においては、Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖｉｃｅ５００は、リアルタイムデ

ータもしくはヒストライズされたデータ、または両方であるかに関わらず、データの分析
を自動的に実行して、プロセス環境内の変則、異常状態、データ間の関係性、及び／また
は特定のデータセットの特色を発見する、ツールを含み得る。ある実施形態においては、

40

ブロック定義ライブラリ２５２は、データを観察し、そのデータ中の不規則なスパイクま
たは下落等の、レビューしているデータセットの文脈における変則を発見するブロック２
５５を含む。オフラインダイアグラム中のそのような変則発見ブロックは、ヒストライズ
されたデータを入力として受信して、例えばＰＬＳ、ＰＣＡ、及び他の種類の分析を含む
上記の技法のうちの一部を更に用いて、探査するのに興味深くあり得るヒストライズされ
たデータの特色を探すことができる。代替的または追加的に、オンラインダイアグラム中
の変則発見ブロックは、ヒストライズされたデータ及びリアルタイムデータの両方を受信
し、ヒストライズされたデータをリアルタイムデータと比較して、ヒストライズされたデ
ータに対するリアルタイムデータ内の変則を探すことができる。どちらの場合でも、変則
発見ブロックの出力は、変則的事象が起こった時間、変則的データのソース（複数可）（
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例えば、どの測定値及び／またはデバイスがその変則と関連付けられるか）等のうちの１
つ以上を含み得る。
【０２８９】
ある実施形態においては、ブロック定義ライブラリ２５２は、様々なデータ間の関係性
を自律的に発見するブロック２５５を含む。関係性発見ブロックは、ランダムまたは準ラ
ンダムのデータのセット（時間で整列されている）を選択し得、これらのデータのセット
に対していくつかの異なる分析を実行して、ユーザにとって興味深くあり得る関係性、特
に因果関係または予測的関係を探すことができる。無論、データのセットの真ランダムな
選択は、有用な結果を多く生み出す可能性は低い。しかしながら、データセットの選択は
、例えば、物理的ロケーション、プラントの階層構造、またはデータ間の関係性が存在す

10

る可能性があることを示唆し得る他の証拠によって左右され得る。
【０２９０】
一部の実施形態においては、関係性発見ブロックは、変則発見ブロックと協働して、デ
ータ間の関係性を発見し得る。例として、変則発見ブロックは、様々な変則が様々なデー
タセットで起こる時間を出力し得る。変則発見ブロックは、ある実施形態においては、変
則的事象の時間を記憶し、事象変則的事象が異なるデータセットにおいて同時または近接
した時間で起こる場合、変則発見ブロックの１つの出力は、互いに対して時間的に近接し
て変則的事象を経験したそれらのデータセットに対応するデータセットのリストであり得
、変則発見ブロックの別の出力は、それらの変則が起こった時間のリストであり得る。関
係性発見ブロックは、変則発見ブロックの出力を入力として受信し得、関連する期間の関

20

連するデータセットを、可能性としては、他のデータセット及び／またはより長い期間（
例えば、変則が起こった時間の前後でいくらか長い時間延長した期間）と共にロードして
、様々な種類の分析をそのデータに適用し、データ間の因果関係または少なくとも予測的
関係を探究し得る。
【０２９１】
あるいは、関係性発見ブロックの１つ以上のプロパティは、ユーザがデータの関係性を
見つけることを希求する、特定のデータセット（例えば、特定のプロセス変数についての
値）を示し得る。関係性発見ブロックは、物理的ロケーション、プラントの階層構造、論
理関係等によって関連する他のデータと、特定されたデータセットとの間の関係性を自律
的に探究し、ある特定の判定基準（例えば、９５％の予測信頼度、０．７５の相関値等）

30

を満たす１つ以上の因果関係または予測的関係が見つかるまで、そのデータに対して異な
る分析を実施し得る。
【０２９２】
無論、関係性発見ブロックまたは変則発見ブロック等の任意の自動的ブロックは、オフ
ラインダイアグラムまたはオンラインダイアグラムにおいて動作可能であるように企図さ
れる。
【０２９３】
いずれにせよ、典型的には、ユーザは、キャンバス６００上のダイアグラム６０２等の
オフラインダイアグラムを、キャンバス２４５上に作成する。ダイアグラムの作成は、１
つ以上のブロック６０４をキャンバス６００上に配置し、各ブロック６０４のプロパティ

40

を１度に１つのブロックずつ構成し、各ブロック６０４を、次のプロパティを構成する前
に実行することで、概して上記のように進行する。ユーザは、ブロック６０４と関連付け
られるデータ要約ユーザ制御部をクリックして、ブロックのデータについての様々な統計
（例えば、平均値、中央値、標準偏差等）を見ることで、ダイアグラムにおける任意の点
で、データを批判的に眺めることができ、あるいは、データを探査するために、ブロック
６０４の出力６０８に（ワイヤ６０６を介して）ブロックを接続することもできる（例え
ば、図５Ｄのブロック６０４ｅ）。ユーザが、探査ブロックが接続されているブロックま
で、それを含んで、オフラインダイアグラム中のブロックを実行したと仮定すると、ユー
ザは、その探査ブロックを使用して、データを様々なグラフで閲覧したり、データと関連
付けられるメタデータを見たり等することができる。例えば、オフラインダイアグラム６
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０２においては、探査ブロック６０４ｅは、データがブロック６０４ｂによって処理され
た後のデータをユーザが見ることを可能にする。同様に、探査ブロック６０４ｇは、ＰＬ
Ｓブロック６０４ｆ及びＣｏｌｕｍｎブロック６０４ｄからデータを受信する。後者の場
合、探査ブロック６０４ｇは、ユーザが、ＰＬＳモデルの出力を視覚化し、その出力を、
ＰＬＳモデルを作成するのに使用された（ブロック６０４ｄからの）その変数の実測値と
比較することを可能にし得る。ユーザは、データのグラフを見ることで、ＰＬＳモデルが
プロセスにおける何らかの予測値を有するように、プロセスを正確に表しているかどうか
を判定することができ得る。
【０２９４】
実施形態においては、ブロック２５５と関連付けられるデータ要約ユーザ制御部は、ブ

10

ロックの種類及び機能に対して特異的である。データをロードするブロック（例えば、ク
エリブロックまたはロードブロック）は、例えば、データ要約ユーザ制御部が、アクティ
ブ化されたときに、クエリによってロードまたは返されるデータを特徴付ける、様々な統
計的データの表示をもたらすように、プログラムされ得る。このデータは、実施形態にお
いては、データに含まれる各データソースについての平均値、中央値、標準偏差、最大値
、及び最小値を含み得る。対照的に、データに対して分析（例えば、ＰＬＳまたはＰＣＡ
分析）を実施するブロックは、データ要約ユーザ制御部がアクティブ化されるとき、異な
るデータを表示し得る。分析ブロックは、１つ以上のＲ−二乗値、ＰＬＳ及び／またはＰ
ＣＡ分析に関する係数、分散値、観察カウント（例えば、特定のデータソースに関して、
時系列値がいくつ含まれているか）、ならびにユーザがどのデータ（すなわち、どのデー

20

タソースからのデータ）を閲覧するかを選択できるカスタマイズ可能なグラフを表示し得
る。探査ブロックはまた、実施形態においては、そのデータ入力（複数可）が接続するデ
ータ出力（複数可）に応じて、異なる方法で振る舞う。すなわち、探査ブロックにおいて
表示される、ならびに／または表示にとって利用可能であるデータのフォーマット及び種
類は、探査ブロックへの入力を生成するブロックの種類に依存し得る。
【０２９５】
図５Ｄを参照すると、オフラインダイアグラム６０２は単に、多くの可能性のうちの１
つのダイアグラム構成に過ぎないが、その機能をここで一般的に説明する。オフラインダ
イアグラム６０２は、クエリブロック６０４ａで開始され、このクエリブロックの目的は
、特定のデータのセットを探し、それを分析のためにロードすることである。この特定の

30

データのセットとは、単に１つの例を提供するだけだが、３つの特定の時間において異常
なばらつきを呈示した特定のプロセス変数に関する、ヒストライズされたプロセス制御デ
ータであり得る。しかしながら、概して、クエリブロック６０４ａは、限定されるもので
はないが、ビッグデータストレージ１５５の任意のデータ、データソース１６８のうちの
１つ以上に記憶及び／またはキャッシュされているデータ、気象データソース、サプライ
チェーンデータソース、デリバラブルな追跡データソース等の外部データソースに記憶さ
れているデータを含む、任意の記憶されているデータを照会できる。実施形態においては
、データベースまたはドキュメント記憶（図示せず）は、Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｅｒｖ

ｉｃｅと関連付けられるオンライン及び／またはオフラインダイアグラムについて記載す
るドキュメント（例えば、ＪＳＯＮドキュメント）を記憶し、この場合、クエリブロック

40

６０４ａは、そのデータベースまたはドキュメント記憶を、実施される計算の種類、計算
において使用されるデータのソース（複数可）、結果の質等に関して照会するように構成
され得る。後者の種類のクエリは、有利なことに、ダイアグラムの履歴または知識ベース
の構築を可能にし得る。クエリブロック６０４ａは、そのプロセス変数及びいくつかの数
の他のプロセス変数の値を選択するように構成することができ、更には、サンプルレート
、ならびに／または特定のプロセス変数及び他のプロセス変数の値のみを、例えば、３つ
の事象の各々の１時間前から１時間後に対応する時間の範囲内で選択するように構成する
こともできる。すなわち、クエリは、離れた複数の時間範囲を選択し、任意の数の変数（
このうち少なくとも１つは、ユーザが予測を所望するものである）について、それらの時
間範囲中に生成されたデータを探し得る。
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【０２９６】
いったん実行されると、クエリブロック６０４ａによって受信されたデータは、Ｆｉｌ
ｌブロック６０４ｂによって使用され得る。例示的ダイアグラム６０２においては、Ｆｉ
ｌｌブロック６０４ｂが、変数が値を有しないが、その他の変数のうちの１つは値を有し
た時間に対応する、変数についてのデータを埋め得る。すなわち、照会された値のうちの
１つが、別の値よりも高頻度でサンプリングされている場合、Ｆｉｌｌブロック６０４ｂ
は、より高頻度のサンプリングされた変数の頻度に釣り合うように、より低頻度のサンプ
リングされた変数について、値を挿入し得る。実施形態においては、Ｆｉｌｌブロック６
０４ｂは、より低頻度のサンプリングされた変数の値を外挿し得る。例えば、より低頻度
のサンプリング変数のサンプル間に、より高頻度のサンプリング変数の値が４つ発生する

10

場合、ブロック６０４ｂは、より低頻度のサンプリング変数の２つの連続する値（例えば
、１．０及び６．０）の間での差異を見つけ、４で割り、「欠けている」４つの値を連続
的により大きくなるか、またはより小さくなる値（例えば、２．０、３．０、４．０、及
び５．０）で埋めてもよく、これにより、より高頻度のサンプリング変数の全ての値に対
して、より低頻度のサンプリングされた値について、対応する値が存在することになる。
（無論、リアルタイム分析においては、後の値は未だ知られていないため、この方法は、
値を埋める方法として妥当ではない。）他の実施形態においては、Ｆｉｌｌブロック６０
４ｂは、単に、より低頻度のサンプリングされた値について最も直近の値で、「欠けてい
る」値を埋める場合がある。上で使用される実施例においては、欠けている値は、各々、
１．０という値で埋められる。

20

【０２９７】
データを見つけ、値を挿入して、欠けている値の無いデータセットを作成した後、Ｆｉ
ｌｌブロック６０４ｂの出力は、３つのブロック、探査ブロック６０４ｅ、第１の列ブロ
ック６０４ｃ、及び第２の列ブロック６０４ｄに対して提供される。探査ブロック６０４
ｅについては上に記載されている。第１及び第２の列ブロック６０４ｃ及び６０４ｄは、
それぞれ、データから変数（列）を引き出すように動作する。データは、各列が変数を表
す表に記憶され、各列内の行は、異なる時間におけるそれぞれの変数の値を表す（すなわ
ち、時系列データ）。第１の列ブロック６０４ｃは、例えば、異常なばらつきを呈示した
プロセス変数以外の変数についてのデータを含む列の全て（すなわち、変数の全て）を選
択し得、一方で、第２の列ブロック６０４ｄは、例えば、異常なばらつきを呈示したプロ

30

セス変数についてのデータを含む列を選択し得る。
【０２９８】
列ブロック６０４ｃ及び６０４ｄの各々の出力は、ＰＬＳブロック６０４ｆに送信され
る。ブロック６０４ｆの入力６１０ｆ２は、ある実施形態においては、独立変数、説明変
数、または入力変数の値を受け入れるように構成され得、一方で、ブロック６０４ｆの入
力６１０ｆ１は、従属変数、被説明変数、または出力変数の値を受け入れるように構成さ
れ得る。モデルブロック（例えば、オフラインダイアグラム６０２におけるＰＬＳブロッ
ク６０４ｆ）に対する入力の特定の配列及び／または機能がダイアグラム６０２において
示されているが、入力の配列及び機能は、ブロックの機能、入力の種類、入力の数等に応
じて異なり得る。

40

【０２９９】
ブロック６０４ｆの出力６０８ｆ１は、探査ブロック６０４ｇにワイヤでつながれる。
したがって、探査ブロック６０４ｆは、ＰＬＳブロック６０４ｆによって出力された値、
及び異常なばらつきを呈示した変数の値を受信することになる。ユーザは、探査ブロック
６０４ｇを用いることで、ブロック６０４ｆの出力が、任意の所与の時間において従属変
数と比較してどうであるかを見ることができ、予測値を決定することができる。ブロック
６０４ｆの出力６０８ｆ２は、図５Ｄの他のどのブロックにもワイヤでつながれていない
が、ブロック及びワイヤの一部のプロパティを例証するものである。具体的には、出力６
０８ｆ２は、オブジェクト出力である。オブジェクト出力は、コードを出力するように動
作可能であり、この事例においては、例えば、オブジェクト出力は、プログラムされる通
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り、モデル、データ、及び出力を含む感度モデルを出力する。無論、これは、出力６０８
ｆ２に接続されるワイヤが、そのワイヤを通じてモデルを必ず運搬できることを意味する
。そのワイヤを新しいブロッククラウドの入力に接続することで、例えば、上流のダイア
グラム全体を伴うブロックがプログラムされて、機能性及びデータの全てを含むブロック
が作成される。
【０３００】
したがって、現在明白であるように、ユーザは、オフラインダイアグラム６０２を反復
的に修正し、結果を探査して、所与の変数について所望の予測値を有するダイアグラムを
構築することができる。そのようにする際、ユーザは、異なるデータのセット、同じデー
タのセットの異なるサブセット、異なるモデリング／分析技法等を使用できる。換言すれ

10

ば、ユーザは、異なるデータのセットを照会またはロードすることができ（例えば、オフ
ラインダイアグラム６０２における、ブロック６０４ａの交換、または修正、または追加
）、異なる変数の予測を試みることで、データを別様に分割でき（例えば、ブロック６０
４ｃ及び６０４ｄの各々において選択される列を変更することによって）、異なる種類の
分析（ＰＣＡ、ＰＬＳ等）、及び／または特定の分析について異なるプロパティを試みる
こと等ができる（例えば、ブロック６０４ｆを交換または修正することで）。
【０３０１】
上の実施例の見地から、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

ｏｎ及び付随するＡｎａｌｙｔｉｃａｌ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉ

Ｓｅｒｖｉｃｅｓが、膨大な量のデータが収集

される多くのシステムにおいて、好都合な有用性を有することが明確となろう。プロセス

20

制御システムに関しては、プロセス制御環境は、比較的近年、収集及び記憶するデータの
量を拡大しており、一部の事例においては、環境内で生成される全てのデータを含むよう
になっている。過去のシステムもかなりのデータを生成していたが、それらのシステムは
プロセス制御に関してそのデータの僅かな部分しか使用しておらず、例えば、それをプロ
セス制御アルゴリズムに供給し、その一部をオペレータワークステーションに表示してい
た。相対的にデータのほとんどが、後の分析及び／または使用のために記憶されることは
なかった。１秒間に１回サンプリングされるある変数の値は、例えば、事後分析に対する
必要性と、ストレージ及びネットワーク能力の限界とのバランスを取るために、１分間に
１回しか記憶されない場合がある。更に、記憶されたデータは、多くの場合圧縮され、信
30

頼性が低いデータを結果としてもたらした。
【０３０２】
対照的に、現在のシステムは、プラントにおいて生成されるデータの遥かに多くを記憶
する。実施形態においては、そのようなシステムは現在、サンプルが記録される度に全て
の変数値を記憶し、また、オペレータ入力、オペレータ対オペレータのメッセージング、
ビデオ等、かつてヒストライズされたことのないデータも記憶する場合がある。本明細書
に記載されるＤＤＥ
ａｌｙｔｉｃ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ及びＡｎ

Ｓｅｒｖｉｃｅｓは協働して、他のデータ（例えば、他のプラントからの

データ、気象データ等）も加えたこれらのデータの全ての探査、及び以前には見過ごされ
るか確認不可能であった可能性がある関係性の発見を容易にする。様々なプロセス値の間
の関係性、ならびにプロセス値の、及びプロセス値間の相互作用を発見することの結果と

40

して、プラントエンジニア、オペレータ、及び保守要員は、プロセスプラントをより良好
に設計、構築、運転、及び整備することができ、これはひいては、より安価、より効率的
、より容易に運転及び整備され、より良好に製品を生産し、環境に対する負の影響がより
少なく、かつ職員及び周辺のコミュニティにとってより安全であるプロセスプラントにつ
ながる。
【０３０３】
Ｂ．オンラインダイアグラムの作成
無論、発見された関係性をプロセスのオペレーションの改善に向けて採用し得る１つの
方法は、発見された関係性を用いて、リアルタイム連続予測を実施することによるもので
ある。具体的には、値の１つのセットを、別の値（複数可）（または何らかの事象（複数
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可）の発生）を予測するために使用できるように、プロセスの履歴データにおいて、プロ
セス値間または他のデータ間の１つ以上の関係性を発見することで、発見された関係性を
使用して、プロセスからのリアルタイムデータを見て、同じ値（複数可）（または同じ事
象（複数可）の発生）を予測することができる。ＤＤＥ
Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ及びＡｎａｌｙｔｉｃ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ｓｅｒｖｉｃｅｓが、下に記載される

ように、予測的分析を実施するための、発見された関係性の使用を容易にする。
【０３０４】
ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎは、それがオフライ

ンダイアグラム（オフラインダイアグラム６０２等）をオンラインダイアグラム（すなわ
ち、少なくとも１つのリアルタイム値を用いて、プラントオペレーションのある態様を予

10

測するもの）に変換できるようにさせる機能性を含む。上記のように、オンラインダイア
グラムは、少なくとも１つのリアルタイムデータソースにバインドする（完全に、ヒスト
ライズされたデータにのみバインドするのではなく）という点においてオフラインダイア
グラムとは異なり、リアルタイムの連続予測的出力を提供し、この出力を、制御アルゴリ
ズムにおいて閲覧、記憶、及び／または使用して、アラーム、アラートをトリガし、プロ
セスプラントのオペレーションにおける変更をもたらすことができる。
【０３０５】
オフラインダイアグラムが少なくとも１つのモデル生成ブロックを含む限り、ＤＤＥ
Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎのユーザは、Ｏｎｌｉｎｅ切り

替えユーザ制御部２４８ｆをアクティブ化することができ、オフラインダイアグラムは、

20

自動的にオンラインダイアグラムへと変換され、キャンバス２４５上に表示されることに
なる。再度図５Ａを参照すると、オフラインダイアグラムからオンラインダイアグラムへ
の変換は、実施形態においては、ウェブサーバプロセス５０４のダイアグラムトランスフ
ォーマエンティティ５３０を経由して実現される。
【０３０６】
その最も単純な実施形態においては、ダイアグラムトランスフォーマエンティティ５３
０は、モデル生成ブロック（例えば、オフラインダイアグラム６０２中のＰＬＳブロック
６０４ｆ）の場所を突き止め、あらゆる出力ワイヤ（例えば、ワイヤ６０６ｈ）を取り除
き、モデル生成ブロックの出力と、書き込みブロックの入力との間にワイヤを接続する。
書き込みブロックは概して、モデルから出力された値を、データストレージロケーション

30

、プロセス制御アルゴリズム（例えば、コントローラもしくはプロセス制御デバイスの機
能ブロックにおいて、制御アルゴリズムを実行する）に、及び／またはＤａｓｈｂｏａｒ
ｄに書き込む。ダイアグラムトランスフォーマエンティティ５３０はまた、オフラインデ
ータローディングブロックを、対応するオンラインデータローディングブロックと交換し
、このオンラインデータローディングブロックは、ヒストライズされたデータのバッチを
ロードするのではなく、プロセス制御環境からの少なくとも１つのリアルタイムデータソ
ースにバインドする。
【０３０７】
しかしながら、様々な他の実施形態において、ダイアグラムトランスフォーマエンティ
ティ５３０は、オフラインダイアグラムにおいて単に２つのブロックを交換すること以上

40

のことを行うように動作可能である。一部の実施形態においては、ダイアグラムトランス
フォーマエンティティ５３０は、オフラインダイアグラムからブロックを積極的に取り除
いて、オンラインダイアグラムを作成する。例えば、モデルを作成するために、モデルブ
ロックが２つの入力を必要とする場合（例えば、一連のＸ変数及びＹ変数）、これら２つ
の入力は異なるブロックで生成されることになる。しかしながら、開発したモデルを実装
するときに（すなわち、オンラインダイアグラムにおいて）、モデルが１つの入力しか有
さない場合、先には他方の入力にデータを提供していたブロックは最早必要ではなく、取
り除くことができる。別の例としては、ダイアグラムトランスフォーマエンティティ５３
０は、オンラインダイアグラムを作成するとき、探査ブロック（例えば、図５Ｄの探査ブ
ロック６０４ｅ）を取り除き得る。
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【０３０８】
一部の実施形態においては、ダイアグラムトランスフォーマ５３０は、各ブロックの種
類についてオフライン及びオンラインのスキーマを提供するスキーマライブラリ（図示せ
ず）を参照し得、これらのスキーマは、どの入力及び出力がブロックのオンラインバージ
ョン及びオフラインバージョンと関連付けられるか、どのデータソース（複数可）にブロ
ックがアクセスするか等を定義する。代替的実施形態においては、ブロック定義ライブラ
リ２５２の各ブロック定義２５５は、ブロックに関するオンライン及びオフラインのスキ
ーマの両方を定義する。
【０３０９】
一部の実施形態においては、ダイアグラムトランスフォーマエンティティ５３０は、オ

10

フラインダイアグラムのオンラインダイアグラムへの変換中に、任意選択のオペレーショ
ンを実施する、または実施しないように構成することができる。例えば、任意選択のオペ
レーションの一部としては、限定されるものではないが、予測値をプロセス制御アルゴリ
ズムへの入力として使用できるように、予測値にタグ付けすること、予測値の連続グラフ
をＤａｓｈｂｏａｒｄ上に出力すること、及び分散型データエンジンに予測値を書き込む
ことが挙げられ得る。一部の場合においては、ダイアグラムトランスフォーマエンティテ
ィ５３０によって生成される出力の少なくとも一部は、分析及び／または制御システムビ
ジュアリゼーション（フェイスプレート、Ｔｒｅｎｄｉｃｏｎ等）のために提供され得る
。
【０３１０】

20

データローディングブロック（ロード、クエリ等）がバインドするリアルタイムソース
、モデルブロックの出力が公表されるロケーション（複数可）、及び／または出力データ
と関連付けられる仮想タグもまた、実施形態においては、所与の実施形態が各オプション
を実装する程度に各々構成可能である。実施形態においては、各々は、ウェブクライアン
トプロセス５０２に存在するアプリケーションエンティティ５１４の実施形態において、
例えば、モジュールプロパティ及び／またはブロックプロパティとして構成される。例え
ば、あるモジュールのモジュールプロパティは、図５Ｆに概して描写されるように、デー
タ公表ロケーション及びリアルタイムデータバインディングロケーションを含み得る。図
５Ｆにおいては、モジュールプロパティダイアログ６３０は、ユーザがモジュールプロパ
ティ制御部６３２をアクティブ化したとき、モジュールについて表示される。モジュール

30

プロパティダイアログ６３０は、モジュール名称フィールド６３４を含み、これによって
ユーザは、モジュールの名称を入力することができる。モジュールプロパティダイアログ
６３０はまた、Ｐｏｓｔフィールド６３６も含み、これによってユーザは、実行中にオン
ラインダイアグラムによって出力されるデータがどこに書き込まれるべきか（すなわち、
公表されるべきか）を特定することができる。データが公表されるロケーションは、デー
タがヒストライズされるストレージロケーションか、公表された値を制御アルゴリズムに
対する入力として使用して、プロセスプラントのオペレーションを制御する、プロセス制
御環境内の制御モジュールか、またはその両方であり得る。ユーザ制御部６３６ａは、利
用可能なロケーションをグラフィカルなフォーマット（例えば、ツリーフォーマット、デ
ィレクトリ構造、任意選択のロケーションのリスト等）で閲覧することで、データが公表

40

されるロケーションをユーザが選択することを可能にする、エクスプローラウィンドウを
開き得る。同様に、フィールド６３８は、オンラインダイアグラムの実行中に、オンライ
ンデータのソースとしてバインドするデータパスをユーザが特定することを可能にする。
ユーザ制御部６３８ａは、同様に、データがそこから受信されるロケーションをユーザが
選択することを可能にする、エクスプローラウィンドウを開く。
【０３１１】
あるいは、オフラインブロックは、ブロックのオフラインバージョンに関するプロパテ
ィを含み得、ブロックのオンラインバージョンは、ブロックのオンラインバージョンにつ
いて、同様のプロパティを含み得る。例えば、ロードブロックは、ブロックのオフライン
バージョンにおいて、「ソースパス」（例えば、＼ＤＤＥ＿ｐａｔｈ＼ｄｅｖｉｃｅ＿ｔ
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ａｇ）プロパティを有し得るが、ブロックのオンラインバージョンにおいては、「デバイ
スタグ」（例えば、＼ｕｎｉｔ１＼ｄｅｖｉｃｅ＿ｔａｇ）プロパティを有し得、これが
、ロードブロックによる、オフラインブロックのソースパスに記憶されたデータに対応す
るソースからのリアルタイムデータの読み込みを可能にする。同様に、オンラインダイア
グラムの書き込みブロックは、出力データが書き込まれるべきロケーションを特定するプ
ロパティを有し得る。
【０３１２】
更に別の代替形態として、今度は図５Ｇを参照すると、オフラインダイアグラム６４０
中のブロックは、各々、オフラインオペレーション及びオンラインオペレーションの両方
についての構成を有し得る。例として、ロードブロック６４２が選択されてもよく、関連

10

するブロックプロパティダイアログ６４４を有してもよい。ブロックプロパティダイアロ
グ６４４は、ブロック名称フィールド６４６を含み、これによってユーザは、ブロックの
名称を入力することができる。ブロックプロパティダイアログ６４４はまた、オフライン
ソースフィールド６４８も含み、これによってユーザは、オフラインダイアグラム中で、
ロードされるべきデータがどこで見つかるかを特定することができる。ロードされるデー
タが記憶されるロケーションは、例えば、データがヒストライズされるストレージロケー
ションであり得る。ユーザ制御部６４８ａは、利用可能なロケーションをグラフィカルな
フォーマット（例えば、ツリーフォーマット、ディレクトリ構造、任意選択のロケーショ
ンのリスト等）で閲覧することで、そこからデータがロードされるロケーションをユーザ
が選択することを可能にする、エクスプローラウィンドウを開き得る。同様に、フィール

20

ド６４９は、オンラインダイアグラムの実行中に、オンラインデータのソースとしてバイ
ンドするデータパスをユーザが特定することを可能にする。ユーザ制御部６４９ａは、同
様に、データがそこから受信されるロケーションをユーザが選択することを可能にする、
エクスプローラウィンドウを開く。無論、制御部６４８、６４８ａ、６４９、６４９ａは
、ブロック定義において特定される任意の制御部であり得、先に記載されたように、適切
なプラグインの実行を呼び出し得る。
【０３１３】
実施形態においては、一方では、オフラインブロックがそこからデータを回収／照会す
る、記憶されているヒストライズされたデータに対するパスと、他方では、オンラインブ
ロックがバインドし得る、リアルタイムデータの対応するソースとの関係性は、データソ

30

ースマネージャモジュール５３２によって管理される。データソースマネージャモジュー
ル５３２は、ウェブサーバプロセス５０２の一部として統合されてもよく、ダイアグラム
トランスフォーマエンティティ５３０の一部として含まれてもよく、あるいは単に、オフ
ラインダイアグラムをオンラインダイアグラムに転換するとき、ダイアグラムトランスフ
ォーマエンティティ５３０が参照するルックアップテーブルであってもよい。少なくとも
一部の実施形態においては、データソースマネージャモジュール５３２は、ビッグデータ
要求サービサ１６５と協働して、オンラインブロックの要件に従って、リアルタイムデー
タのストリームを設定する。
【０３１４】
図５Ｅは、図５Ｄのオフラインダイアグラム６０２に対応するオンラインダイアグラム

40

６２２を描写する。オンラインダイアグラム６２２は、ブロック６２４ａ、６２４ｂ、６
２４ｃ、６２４ｆ、及び６２４ｈ、ならびにワイヤ６２６ａ、６２６ｂ、６２６ｅ、及び
６２６ｊを含む。ブロック及び／またはワイヤが、オフラインダイアグラム６０２中のも
のに対応する場合、ブロックと関連付けられる文字は同じものである。
【０３１５】
オンラインダイアグラム６２２のオペレーション及び実行は、上記のオフラインダイア
グラム６０２の場合と概して同じ方法で進行する。プロパティの全てが構成されれば、オ
ンラインダイアグラム６２２（及び構成ファイル（複数可）に記憶される、関連付けられ
るパラメータ）は、展開ユーザインターフェイス２４８ｊをエンゲージすることで、「展
開」できる。制御部２４８ｊのアクティブ化は、構成ファイルを実行サービスプロセス５
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０６に送信し、ここで、構成ファイルは、構成ファイル中のパラメータに従ってコンパイ
ルされる。しかしながら、１つ以上のジョブプロセス５０８として実行される場合、デー
タ分析ネットワークインターフェイス１７５を介してビッグデータストレージ１５５から
データをダウンロードまたは照会する代わりに、ジョブプロセス５０８は、例えば、ビッ
グデータレシーバから、またはビッグデータ要求サービサ１６５のうちの１つによってセ
ットアップされるストリームを通じて直接、リアルタイムデータを受信する。また、出力
データをジョブ実行部５２８に送り戻して、ダッシュボード上での表示のために、ウェブ
サーバプロセス５０４のサーバ通信エンティティ５１８を介して、アプリケーションエン
ティティ５１４にのみ送信するのではなく、ジョブプロセス５０８は、出力データを、ビ
ッグデータストレージ１５５、及び／またはデータソースのうちの１つ以上（例えば、コ

10

ントローラ、他のＤＤＥ等）に公表してもよい。
【０３１６】
工業パフォーマンス監視／分析用のクエリ言語
工業パフォーマンス監視／分析システム１００が動作する、プロセス制御システムまた
は環境と関連付けられるデータソースは、典型的には時系列データを提供するが、他の種
類のデータも使用され得る（例えば、１つ以上のプロセスプラント５において別個に実行
される複数のバッチからの横断的データ）。時系列データは、フィールドデバイス１５〜
２２及び４０〜４６を含む、プロセスプラント５内の様々な種類の測定デバイスからの様
々な種類のデータ測定値を含み得る。データソースは、それらのフォーマットにおいて、
一般的に知られているものから著作権のあるフォーマット、例えば、ＯＳＩＳｏｆｔ
Ｉ、ＤｅｌｔａＶ

Ｐ

20

Ｈｉｓｔｏｒｉａｎ、ＳＥＥＱ、ＦＦ３、及び／またはスプレッドシ

ートに手動で捕捉されたフォーマットに至るまで、広い範囲にわたって異なり得る。一部
のデータソースがリレーショナルデータベースを含み得る一方で、他のデータソースは非
リレーショナル（ＮｏＳＱＬ）データベースを含み得る。なおも更なるデータソースは、
データベースではない場合があり、代わりにファイルディレクトリまたはドキュメント（
例えば、ＸＭＬドキュメント）内のテキストを用いてデータを記憶する。クエリ構文にお
ける差異に加えて、データソースの多様性が、データが記憶される方法の差異により、根
本的に異なるクエリ構造を必要とし得る。例えば、Ｍｏｎｇｏ等のドキュメント指向非リ
レーショナルデータベースは、ＭｙＳＱＬ等のリレーショナルデータベースにおける、Ｓ
ＱＬクエリを通じてアクセス可能な表形式ではなく、ドキュメントに基づいてデータを記

30

憶する。したがって、異なる種類のデータソースに記憶されるデータについてのクエリは
、フォーマット及び構文の差異に加えて、別個の構造及び規則を採用する。様々なデータ
ソースの下のクエリメカニズムの各々を使用して、その中に記憶されるデータにアクセス
するのではなく、本明細書に記載される工業パフォーマンス監視／分析システム及び技法
（ならびに、特に、ＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ）

は、図６Ａに示されているように、標準化クエリを活用して、データソース７０２ａ〜７
０２ｆの各々とインターフェイスで接続する。
【０３１７】
図６Ａは、クエリ実行サービス７０６を介してＤＤＥ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎのクエリブロック７０８と通信可能に接続される、様々なデー

40

タソース７０２ａ〜７０２ｆ及びデータプロバイダ７０４ａ〜７０４ｄを示す、ブロック
ダイアグラムを例証する。データソース７０２ａ〜７０２ｆの各々は、コンピュータ可読
フォーマットでデータを記憶する、電子データソースである。一部のデータソース７０２
ｅ及び７０２ｆは、内部データ接続またはネットワークデータ接続を通じて等、介入デー
タプロバイダ７０４を伴わずに、クエリ実行サービス７０６とインターフェイスで接続し
てもよい。他のデータソース７０２ａ〜７０２ｄは、１つ以上のデータソースプロバイダ
７０４ａ〜７０４ｄを介して、クエリ実行サービス７０６とインターフェイスで接続する
。データプロバイダ７０４ａ〜７０４ｄは、それぞれのデータソース７０２ａ〜７０２ｄ
に、またはそこから、データにアクセス、データをサーチ、整列、読み込み、及び／また
は書き込むように構成され得る。一部の実施形態においては、データプロバイダ７０４ａ
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〜７０４ｄは、データソース７０２ａ〜７０２ｄの、それぞれのデータソースに特異的な
クエリフォーマットを活用する、データソースに特異的なクエリを受信し得る。他の実施
形態においては、データソースプロバイダ７０４ａ〜７０４ｄは、カスタマイズされたク
エリ言語を用いるクエリブロック７０８から標準化クエリ７０９を受信し、その標準化ク
エリを、ターゲットデータソース７０２ａ〜７０２ｄの特定のクエリメカニズムを活用す
るそれぞれのデータソースに特異的なクエリフォーマットへと変換するように構成され得
る。データプロバイダ７０４ａ〜７０４ｄまたはデータソース７０２ｅ〜７０２ｆは、特
定のデータソース７０２に関して、データソースに特異的なクエリを処理及び実行する、
実行エンジン（図示せず）を含み得る。実行エンジンは、データソース７０２自体の一部
であってもよく、あるいは実行エンジンは、データソース７０２と関連付けられるデータ

10

プロバイダ７０４（例えば、データソース７０２ｂと関連付けられるデータプロバイダ７
０４ｂ）の一部であってもよい。各データソース７０２は、データベース、またはデータ
を含む複数のＪａｖａＳｃｒｉｐｔ

Ｏｂｊｅｃｔ

Ｎｏｔａｔｉｏｎ（ＪＳＯＮ）ファ

イルを含むドキュメント記憶等のドキュメント記憶であってもよい。一部の実施形態にお
いては、データソース７０２ａ〜７０２ｆは、プロセスプラント５のフィールドデバイス
１５〜２２及び４０〜４６によって生成されるデータストリーム等のライブデータソース
も含み得る。そのようなライブデータソースは、得られたデータを構文解析し、具体的に
要求されたデータの一部分のみを保持または抽出することによって、照会され得る。
【０３１８】
データソース７０２ａ〜７０２ｆは、任意の既知のフォーマットまたは今後開発される

20

フォーマットでデータを記憶するように構成され得る。データソース７０２ａ、７０２ｂ
、及び７０２ｅは、リレーショナルデータベースに記憶されたデータを表すように、デー
タベースとして示されている。そのようなリレーショナルデータベースの例としては、Ｍ
ｙＳＱＬ、または表形式でデータを記憶し、ＳＱＬでフォーマットされたデータのクエリ
を活用する他のデータベースが挙げられる。データソース７０２ｃ、７０２ｄ、及び７０
２ｆは、ＮｏＳＱＬデータベースまたは非データベースデータソース等の非リレーショナ
ルデータベースを表すように、ファイルまたはデータエントリのコレクションとして示さ
れている。非リレーショナルデータベースの例としては、表形式ではなく、ドキュメント
に基づいてデータを記憶する、ＭｏｎｇｏＤＢまたはＣｏｕｃｈＤＢ等のドキュメント指
向データベースが挙げられる。極端に大きいデータまたは複合データセットの記憶または

30

サーチは、非リレーショナルデータベースを用いることでより効率的になるため、このよ
うなデータベースが、ビッグデータ分析の場合頻繁に使用される。しかしながら、そのよ
うな非リレーショナルデータベースのデータは概して、表のフォーマット（ＳＱＬデータ
ベースの基礎を形成する）では整理されていないため、そのような非リレーショナルデー
タベースの照会は、異なる技法及び異なる構文を要する。ＳＱＬの照会は広く使用され、
かつ周知であるため、これもまたデータストレージ及び分析のために頻繁に使用されてい
る。データソースに特異的なフォーマットを活用するデータソースに特異的なクエリへと
変換される標準化クエリ７０９のための標準化クエリフォーマットを使用することにより
、本明細書に開示される本発明は、ユーザが、同じクエリフォーマットでＳＱＬまたはＮ
ｏＳＱＬデータベース内のデータにアクセスすることを可能にする。標準化クエリフォー

40

マットは更に、複数の異なる種類のデータソース７０２からのデータを、一貫したデータ
構造及びフォーマットを有する１つのデータセットへと変換することを可能にする。した
がって、クエリブロック７０８は、標準化クエリ７０９を用いて、異なるデータ構造、フ
ォーマット、及びクエリメカニズムを有するデータソース７０２を接続する、スーパーコ
ネクタとして働き得る。
【０３１９】
クエリブロック７０８は、上で考察したように、Ｄａｔａ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｔ

ｕｄｉｏ内に実装されて、データソース７０２ａ〜７０２ｆから獲得されるべきデータを
特定するブロックであり得る。例えば、クエリブロック７０８は、標準化クエリ７０９を
特定するプロパティを含む、１つ以上のブロックプロパティを有する、構成ファイルであ
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り得る。標準化クエリ７０９は、クエリブロック７０８によって参照される別個のファイ
ル（ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ

Ｏｂｊｅｃｔ

Ｎｏｔａｔｉｏｎファイル）であってもよい

。クエリブロック７０８は、代替的に、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ

Ｄａｔａ

Ｅｎｇｉｎ

ｅ１５０のうちのいずれかの内部で動作するプロセスまたはルーチン等の、標準化クエリ
７０９を含むか、またはそれを示す任意のオブジェクトであり得る。クエリブロック７０
８は、標準化クエリ７０９を受信し（ユーザ選択または入力によって等）、標準化クエリ
７０９は、標準化クエリフォーマットを活用する。標準化クエリフォーマットを活用する
ことによって、データソース７０２ａ〜７０２ｆは、ユーザ、技術者、またはデータソー
ス７０２ａ〜７０２ｆ内のデータの具体的な種類もしくは構造の知識を必要とするデータ
要求エンティティを伴わずに照会することができる。標準化クエリフォーマットは、一部

10

のデータソースによって活用されている既存のクエリフォーマットであってもよく、また
はどのデータソースによっても直接活用はされていない異なるクエリフォーマットであっ
てもよい。後者の場合、標準化クエリフォーマットの構文を活用する標準化クエリは、デ
ータソース７０２ａ〜７０２ｆからデータを獲得するように、直接実行可能または実装可
能であるわけではない。標準化クエリは、データがそこから獲得される、データソース７
０２ａ〜７０２ｆのうちの１つ以上（または、データプロバイダ７０４ａ〜７０４ｄのう
ちの１つ以上）を特定し得る。あるいは、クエリブロック７０８は、データソース７０２
ａ〜７０２ｆのうちの１つ以上を特定するプロパティを含み得る。
【０３２０】
クエリ実行サービス７０６は、クエリブロック７０８から標準化クエリ７０９を受信し

20

、データソース７０２ａ〜７０２ｆのうちの１つ以上を照会させる。クエリブロック７０
８からの標準化クエリ７０９の受信は、データソース７０２ａ〜７０２ｆから獲得される
べきデータを示すクエリパラメータを含むファイルを受信することを含み得る。データソ
ース７０２ａ〜７０２ｆを照会させることは、クエリパラメータを抽出し、これらのクエ
リパラメータに基づいて、１つ以上のデータソースに特異的なクエリを生成することを含
み得る。次いで、データソースに特異的な各クエリは、実行サービス７０６によって実行
されてもよく、あるいはデータソース７０２ｅ〜７０２ｆまたはデータプロバイダ７０４
ａ〜７０４ｄに送信されて、クエリパラメータによって示されるデータを獲得するように
実行され得る。そのようなクエリパラメータは、１つ以上のデータソース７０２から獲得
されるべき具体的なデータを示す場合があり、このデータは、被測定データ（フィールド

30

デバイス１５〜２２及び４０〜４６からの測定値）、被測定データから計算もしくは別様
に導出されたメトリクス、及び／またはデータソース７０２もしくはそこに記憶されてい
るデータに関するメタデータであり得る。例えば、そのようなメタデータは、データソー
ス７０２に記憶されるデータの種類、ソース、または質の指標を含み、データに対して実
施される計算の種類を含み得る。そのようなメタデータは、システムのデータソース７０
２からプロセスモデルまたは知識ベースを開発する際に有用であり得る。
【０３２１】
クエリ実行サービス７０６は、上に考察した実行サービスプロセス５０６であり得る。
クエリ実行サービス７０６は、データサービス５２０、ジョブリスナ５２２、ジョブマネ
ージャ５２４、ジョブ実行部５２８、またはデータソースマネージャ５３２を含む、分析

40

サービス５００の構成要素のうちのいずれを含んでもよい。例えば、クエリブロック７０
８は、ユーザからの入力で、アプリケーション５１４によって作成することができ、ＪＳ
ＯＮファイルで記憶される標準化クエリ７０９を含む。ユーザの要求または他のトリガす
る事象を受信した際、アプリケーション５１４は、標準化クエリ７０９を、ウェブサーバ
プロセス５０４から、またはそれを通って、実行サービスプロセス５０６のジョブリスナ
５２２へと通信させてもよい（この実行サービスプロセス５０６は、実行サービス７０６
として働き得る）。ジョブリスナ５２２は、標準化クエリ７０９を１つ以上のジョブマネ
ージャ５２４に受信させ得、これが更に、１つ以上のジョブ実行部５２８に、標準化クエ
リ７０９を、１つ以上のジョブプロセス５０８と関連付けられる１つ以上のデータソース
に特異的なクエリへと変換させ得る。次いで、ジョブプロセス５０８は、データソースに
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特異的なクエリを用いて、１つ以上のデータソース７０２（すなわち、データソース１６
８またはビッグデータストレージ１５５）を照会させ得る。その後、１つ以上のデータソ
ース７０２を照会することによって獲得されたデータは、ジョブプロセス５０８、実行サ
ービスプロセス５０６、データサービス５２０、及び／またはアプリケーション５１４に
よって受信され得る。
【０３２２】
一部の実施形態においては、クエリ実行サービス７０６は、標準化クエリ７０９を、デ
ータソース７０２ｅまたは７０２ｆに本来備わる、データソースに特異的なフォーマット
を活用する、データソースに特異的なクエリへと変換する。代替的実施形態においては、
クエリ実行サービス７０６は、照会する１つ以上のデータソース７０２ａ〜７０２ｆを決

10

定し得、標準化クエリ７０９を、データソースに特異的なクエリへと変換するために、１
つ以上のデータプロバイダ７０４ａ〜７０４ｄに提供し得る。データプロバイダ７０４は
、データソース７０２から分離されてもよく、またはデータソース７０２と組み合わされ
てもよい。データプロバイダ７０４ａ及び７０４ｄは、それぞれ、データソース７０２ａ
及び７０２ｄと通信可能に接続されるが、それでも分離されているように示される。対照
的に、データプロバイダ７０４ｂ及び７０４ｃは、それぞれ、データソース７０２ｂ及び
７０２ｃを含むか、またはそれと組み合わされているように示される。例えば、データプ
ロバイダ７０４ｂは、サーバ（データヒストリアン等）、またはデータソース７２０ｂが
データベースとして記憶される、データベースインターフェイスプログラムであってもよ
い。別の例としては、データプロバイダ７０４ａも同様に、サーバ、またはサーバと通信

20

可能に接続される外部メモリデバイスに記憶されているデータベース等、外部データソー
ス７０２ａと接続されるデータベースインターフェイスプログラムであってもよい。更に
別の例としては、データプロバイダ７０４ａ〜７０４ｄは、クエリ実行サービス７０６か
ら、標準化クエリ７０９または標準化クエリ７０９からのクエリパラメータをそれらが受
信したときに、標準化クエリ７０９をデータソースに特異的なクエリへと変換するアルゴ
リズムを含むジョブプロセス５０８であってもよい。
【０３２３】
プロセス制御及び分析における標準化クエリの使用を例証するために、図６Ｂは、Ｄａ
ｔａ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｔｕｄｉｏにおけるクエリブロック７０８のブロックダイ

アグラムを例証する。クエリブロック７０８は、１つ以上のデータソース７０２ａ〜７０

30

２ｆからプロセスデータを獲得する標準化クエリ７０９と関連付けられる。例えば、ユー
ザはクエリブロック７０８のフィールドに、標準化クエリフォーマットの標準化クエリ７
０９を定義し得る。標準化クエリ７０９は、クエリブロック７０８と共に記憶され得、あ
るいはそれは別個のファイルに記憶されてもよい。例えば、クエリブロック７０８は、標
準化クエリ７０９を含むＪＳＯＮでフォーマットされたファイルの識別子を記憶するクエ
リプロパティを含む構成ファイルであってもよい。事象の発生時（時間、プロセス制御状
態、またはユーザ選択の発生等）、標準化クエリ７０９は、クエリブロック７０８から特
定され、要求されるデータをデータソース７０２ａ〜７０２ｆのうちの１つ以上から獲得
するように、クエリ実行サービス７０６に送信され得る。標準化クエリ７０９によって特
定されたデータ、またはそのようなデータに関する情報（例えば、要約情報、検証メタデ

40

ータ等）は、クエリブロック７０８または別のデータ受信エンティティへと返され得る。
そのような他のデータ受信エンティティとしては、Ｄａｔａ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｔ

ｕｄｉｏの別のブロック、ジョブプロセス５０８、クエリ実行サービス７０６、データサ
ービス５２０、アプリケーション５１４、プログラムメモリ、またはプロセスプラント５
と関連付けられるデータを更に分析、呈示、もしくは記憶し得る任意の他のサービス、ル
ーチン、プロセス、もしくはデバイスが挙げられ得る。上に考察したように、プロセスデ
ータは、一部の実施形態においては、１つ以上のデータプロバイダ７０４を介して獲得さ
れてもよい。獲得されたデータは、クエリブロック７０８、クエリ実行サービス７０６、
または他のデータ受信エンティティにおいて、所望のフォーマットで受信され得、あるい
はクエリブロック７０８、クエリ実行サービス７０６、または他のデータ受信エンティテ
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ィによってフォーマットされ得る。例えば、クエリ実行サービス７０６は、標準化クエリ
７０９を１つ以上のデータソースに特異的なクエリへと変換させ、そのようなソースに特
異的なクエリの結果を所望の様式でフォーマットさせることによって、データフレームを
生成し得る。そのようなフォーマットされたデータフレームは、一部の実施形態において
は、クエリブロック７０８に返されてもよい。１つ以上のデータソース７０２から得られ
たデータは、データソースに特異的なクエリによって回収された複数のデータ点を含み得
、このデータ点は、プロセスプラント５内の測定値またはそのような測定値に由来する値
等、プロセス変数に対応し得る。そのようなデータ点は、時系列における点を表し得、各
点は、それと関連付けられるタイムスタンプを有する。あるいは、そのようなデータ点は
、ロケーション、プロセスバッチ、または他の特定する特色と関連付けられる横断的デー

10

タを表し得る。標準化クエリを実行することによって獲得されるデータは、その変数構造
を示すデータフレームと呼ばれる場合があり、表のフォーマットを使用する場合または使
用しない場合がある。
【０３２４】
クエリブロック７０８は、標準化クエリを用いて得られたデータフレームをフィルブロ
ック７１０に提供してもよく、このフィルブロックが、フィルブロック７１０と関連付け
られる規則に従って、データセット内の空または非数（ＮａＮ）のエントリを埋める。こ
れは、データをサニタイズし、またはデータフレーム中の不正確なデータまたは誤りの指
標を確認するため、ならびに本明細書の他の場所に記載されるように、所望のサンプリン
グレートに到達するのに必要なデータ点を追加するためになされ得る。次いで、データフ

20

レームは、更なる分析及び／またはプロセス制御のために使用され得る。例証されるよう
に、１つ以上のデータのセットが、独立変数ブロック７１２及び従属変数ブロック７１４
によって、データフレームから選択され得る。例えば、従属変数ブロック７１２は、フィ
ルブロック７１０から受信したデータフレームから、データマッチングで特定したパラメ
ータまたは特性（例えば、圧力または温度の測定値）またはデータ列（ここでは、データ
フレームがデータ表に対応する）に対応する、１つ以上の種類のデータを選択し得る。従
属変数ブロック７１４はまた同様に、フィルブロック７１０から受信したデータフレーム
から、１つ以上の種類のデータを選択するために使用され得る。２つのブロック７１２及
び７１４が示されているが、任意の数の類似するブロックを使用することができる。その
後、分析ブロック７１６が、独立変数ブロック７１２及び従属変数ブロック７１４によっ

30

て選択されたデータを、示されるように、ブロック間のコネクタによって受信し得る。分
析ブロック７１６は、この分析ブロックがそのために構成されている、任意の種類の分析
を実施し得る。例えば、分析ブロック７１６は、独立変数ブロック７１２のデータの、従
属変数ブロック７１４のデータに対する影響を判定するために、部分最小二乗（ＰＬＳ）
分析を実施し得る。探査ブロック７１８は、クエリブロック７０８ならびにその他のブロ
ック及び接続の適切な構成を試験するために、分析ブロック７１６及び従属変数ブロック
７１４と接続されてもよい。この探査ブロック７１８は、ユーザが記憶または閲覧できる
、グラフィカル、表形式、またはテキスト形式の出力を生成し得る。前述の説明は、ブロ
ック７０８〜７１８がある特定のアクションを取るものとして考察しているが、本明細書
の他の場所に考察されるように、これらのブロックは代わりに、分析サービス５００のウ

40

ェブサーバプロセス５０４、実行サービスプロセス５０６、及び／またはジョブプロセス
５０８にそのようなアクションを行わせてもよいことが理解されるであろう。
【０３２５】
標準化クエリ７０９の使用について更に実証するために、図６Ｃは、例示的標準化クエ
リフォーマットを活用する例示的クエリを例証する。この例示的クエリは、クロスプラッ
トフォームな適合性を最大化するために、ＪＳＯＮに準拠するフォーマットを活用するも
のとして呈示されているが、任意の他のフォーマットが使用されてもよい（例えば、ＸＭ
Ｌベースのフォーマット、ＣＳＶベースのフォーマット等）。この例示的クエリは、クエ
リの名称で始まり、データフレームを返すのに使用されるフォーマットの指標（ＪＳＯＮ
として特定される）、クエリフォーマットのバージョンの指標が後に続く。「ｔｉｍｅＳ
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ｅｌｅｃｔｏｒ」アレイは、データが返される時間の範囲を示す複数の時間枠を、「ｓｔ
ａｒｔＴｉｍｅ」及び「ｅｎｄＴｉｍｅ」オブジェクトで示す。例示的クエリにおいては
、開始時間及び終了時間は、文字「Ｔ」で分けられている、Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ
ｎｉｖｅｒｓａｌ

Ｕ

Ｔｉｍｅ（協定世界時）の日付データ及び時刻の観点から特定される

。例示的クエリによって示されるように、時間枠の各々は、データが照会されていない除
外期間によって分けられる場合があり、この除外期間は、時間枠のうちの１つの終了時間
と、別の時間枠の開始時間との間の期間に対応する。「ｔｉｍｅＳｅｌｅｃｔｏｒ」アレ
イに続いて、「ｓａｍｐｌｅＲａｔｅＳｅｃｓ」オブジェクトが、秒単位でサンプリング
レートを特定し、これは、単位時間当たりにデータ点がいくつ獲得されるかを特定する。
例示的クエリの最終部分は、データソース７０２から獲得されるべきデータ（すなわち、

10

獲得されるべきプロセス変数）のパラメータを示す「ｃｏｌｕｍｎｓ」アレイである。こ
の例示的クエリは、返される４種類または４列のデータを特定している。４列の各々は、
データソース及び／またはデータソースのプロセス変数を特定する「ｔａｇ」オブジェク
トによって特定される（すなわち、「ＦＴ６３０Ｂ／ＤＥＮＳ．ＣＶ」、「ＰＴ６１５／
ＷＩＲＥＤ＿ＰＳＩＡ．ＣＶ」、「ＴＴ６０７９／ＩＮＰＵＴ＿１．ＣＶ」、及び「６３
０．ｍｏｌｅｆｒａｃ．ｃ５」）。４列の各々は、データフレーム内の返されたデータを
方式する「ａｌｉａｓ」オブジェクト、データのデータタイプ（例えば、浮動小数点値、
倍長整数値、テキスト文字列等）を特定する「ｄａｔａＴｙｐｅ」オブジェクト、「ｒｅ
ｎｄｅｒＴｙｐｅ」オブジェクト（例えば、値、総数等）、及び返されるデータのフォー
マットを特定する「ｆｏｒｍａｔ」オブジェクト（すなわち、「０．＃＃＃」は、小数点

20

以下３桁の浮動小数点値からなるフォーマットを示す）
【０３２６】
これらの列と関連付けられる「ｔａｇ」オブジェクタは、そこからデータを獲得するデ
ータソース７０２を特定し得る。あるいは、例示的クエリがデータソース７０２を明示的
に特定しない場合は、そのようなデータソース７０２ａ〜７０２ｆ（複数可）は、ブロッ
ク７０８の他のプロパティによって特定され得る。標準化クエリフォーマットを活用する
類似のクエリにおいては、データソース７０２（複数可）が、オブジェクトによって、ク
エリにおいて明示的に示され得る。そのような指標は、ソースオブジェクトへのパス、ま
たはデータソースの種類（例えば、ＭｏｎｇｏＤＢ、ＣｏｕｃｈＤＢ、ＳＱＬ等）を示す
値を含み得る。データソース７０２の指標は更に、適切な場合、関連付けられるデータプ

30

ロバイダ７０４を示し得る。あるいは、データソースマネージャ５３２が、データプロバ
イダ７０４の指標、またはデータソース７０２によって活用される構造もしくはフォーマ
ットを提供し得る。一部の実施形態においては、ソースの指標は更に、獲得されるべきデ
ータの各パラメータまたは列について、データソース７０２の別個の指標を含み得る。そ
れによって、標準化クエリフォーマットを活用するクエリは、複数の別個のデータソース
７０２からデータを獲得できる。
【０３２７】
上述されるように、標準化クエリ７０９は、ターゲットとされる各データソース７０２
について実行され得る、データソースに特異的なクエリへと変換される。そのような変換
は、クエリ実行サービス７０６によって実施されてもよく、あるいはターゲットとされる

40

各データプロバイダ７０４ａ〜７０４ｄによって実施されてもよい。図６Ｄは、クエリ実
行サービス７０６が標準化クエリ７０９を１つ以上のデータソースに特異的なクエリへと
変換する、例示的クエリ方法７４０を例証しており、図６Ｅは、データプロバイダ７０４
が標準化クエリ７０９をソースに特異的なクエリへと変換する、例示的クエリ方法７６０
を例証する。
【０３２８】
方法７４０は、標準化クエリフォーマットを活用する標準化クエリの受信から始まり得
る（ブロック７４２）。標準化クエリは、クエリブロック７０８、クエリ実行サービス７
０６、またはデータプロバイダ７０４ａ〜７０４ｄによって受信され得る。クエリは、上
記の特色または要素のうちのいずれを含んでもよい。クエリは、ユーザからの直接入力を
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介して受信されてもよく、あるいはユーザ入力に基づいて標準化クエリを生成及び／また
は記憶し得る、プログラムブロックまたはルーチンから受信されてもよい。標準化クエリ
は、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ

Ｏｂｊｅｃｔ

Ｎｏｔａｔｉｏｎ（ＪＳＯＮ）に準拠するフ

ァイルまたはフォーマットで構築されてもよく、あるいは任意の他の好都合な言語または
構文を用いて構築されてもよい。標準化クエリは、一部のデータソース７０２ａ〜７０２
ｆによって実行可能である構文を活用してデータを獲得してもよく（ＳＱＬ等）、あるい
は標準化クエリは、データソース７０２ａ〜７０２ｆによって直接実行可能ではない構文
を活用してデータを獲得してもよい（図６Ｃに例証される例示的クエリ等）。標準化クエ
リは、獲得されるべきデータ（例えば、データの時間枠及びパラメータ）、データが獲得
される元のデータソース７０２（例えば、データソース７０２ａ〜７０２ｆもしくはデー

10

タプロバイダ７０４ａ〜７０４ｄ）、ならびに／またはデータが提供されるフォーマット
を特定し得る。標準化クエリ７０９がクエリブロック７０８で受信される場合、この標準
化クエリは、クエリを実行するというオプションのユーザ選択、または分析サービス５０
０内の別のオブジェクト、ルーチン、ブロック、プロセス、サービス、もしくは機能によ
る、クエリデータについての要求等の、トリガする事象が発生した際、クエリ実行サービ
ス７０６に送られ得る。
【０３２９】
標準化クエリ７０９の受信後、クエリ実行サービス７０６（またはデータプロバイダ７
０４）は、データが獲得される元の１つ以上のデータソース７０２を決定し得る（ブロッ
ク７４４）。一部の実施形態においては、この決定は、１つ以上のデータソース７０２の

20

指標の受信または特定を伴い得る。この指標は、各データ特性（例えば、プロセス変数ま
たは列）にたいして特異的であってもよく、あるいは全体のクエリに対して一般的であっ
てもよい。そのような指標（複数可）は、標準化クエリ７０９内にオブジェクトまたはタ
グとして含まれてもよく、あるいはクエリブロック７０８の追加的なプロパティによって
示されてもよい。例えば、データ列またはデータの種類についてのデータソース７０２の
指標は、データ列またはデータの種類を特定するオブジェクトまたはタグに対してプリペ
ンドされ得る。あるいは、クエリブロック７０８またはデータプロバイダ７０４は、１つ
以上のデータソース７０２と別様に関連付けられてもよい。この関連付けは、１つ以上の
データソース７０２の指標を、標準化クエリ７０９から別個に受信することによって果た
され得る。例えば、クエリブロック７０８が、データソース７０２（またはデータプロバ
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イダ７０４）の選択を受信することで作成される場合、クエリブロック７０８は、データ
ソースプロパティを介して、１つ以上のデータソース７０２（または１つ以上のデータプ
ロバイダ７０４）と関連付けられ得る。同様に、データプロバイダ７０４ａ〜７０４ｄが
、内在的に、あるいは構成中に作成される関連付けを通じて構成される場合、データプロ
バイダ７０４ａ〜７０４ｄは、１つ以上のデータソース７０２ａ〜７０２ｄと関連付けら
れ得る。
【０３３０】
１つ以上のデータソース及び標準化クエリ７０９に関する情報を用いて、１つ以上のデ
ータソース７０２からデータを得るために、データソースに特異的なクエリが生成される
（ブロック７４６）。データソースに特異的なクエリは、クエリ実行サービス７０６によ

40

って生成され、ブロック７４４において特定されたデータソースに基づいて、照会される
べき各データソース７０２ａ〜７０２ｆに送信され得る（直接、あるいはデータソースプ
ロバイダ７０４ａ〜７０４ｄを介して）。あるいは、クエリ実行サービス７０６は、１つ
以上のデータプロバイダ７０４ａ〜７０４ｄの各々によってデータソースに特異的なクエ
リへと変換される標準化クエリ７０９を送信してもよく、これらのデータプロバイダは、
ブロック７４４において特定されたデータソースに基づいて、データが獲得される元のデ
ータソース７０２ａ〜７０２ｄと関連付けられている。例えば、クエリ実行サービスは７
０６は、１つ以上のジョブプロセス５０８に、データプロバイダ７０４として標準化クエ
リ７０９を変換させ得る。クエリ実行サービス７０６またはデータプロバイダ７０４のい
ずれが標準化クエリ７０９からデータソースに特異的なクエリを生成するかに関わらず、
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データソースに特異的なクエリは、データソース７０２に記憶されているデータを獲得す
るために、データプロバイダ７０４またはデータソース７０２によって実行可能な、デー
タソースに特異的なフォーマットを活用しなければならない。データソースに特異的なク
エリフォーマットは、電子データソースに記憶されているデータを照会するか、あるいは
別様にそれにアクセスするための、ＳＱＬ、ＭｏｎｇｏＤＢ、ＣｏｕｃｈＤＢ等の、任意
の既知の、または今後開発されるフォーマットまたは構文であり得る。
【０３３１】
データソースに特異的なクエリの生成は、標準化クエリ７０９中のクエリパラメータの
特定を含み得る。クエリパラメータとしては、上に考察した例示的標準化クエリ中の「ｔ
ｉｍｅＳｅｌｅｃｔｏｒ」アレイによって特定される時間枠、「ｓａｍｐｌｅＲａｔｅＳ

10

ｅｃｓ」オブジェクトによって特定されるサンプルレート、及び「ｃｏｌｕｍｎｓ」アレ
イ（特に「ｔａｇ」オブジェクト）によって特定されるデータパラメータ等の、データの
時間枠または他の特性と関連付けられるパラメータが挙げられ得る。これらのクエリパラ
メータは、種類もしくは測定値、測定デバイスの種類、または具体的な測定デバイス（フ
ィールドデバイス１５〜２２及び４０〜４６）と関連付けられるプロセス変数の指標を含
み得る。１つ以上の時間枠が、照会される各データソース７０２について特定され得、異
なるデータソース、または異なるパラメータ（例えば、異なる列、異なるプロセス変数等
）を有する、あるデータソース内のデータは、それらと関連付けられる異なる時間枠を有
し得る。特定されたクエリパラメータは、クエリ実行サービス７０６またはデータプロバ
イダ７０４によって標準化クエリ７０９から抽出され、データソースに特異的なクエリの

20

態様へと変換され得る。したがって、生成されたデータソースに特異的なクエリは、標準
化クエリ７０９において特定された実質的パラメータを表すクエリ言語を含むが、そのよ
うな実質的パラメータは、データソースに特異的なクエリフォーマットのデータソースに
特異的なクエリに含まれる。
【０３３２】
１つ以上の時間枠及びサンプリングレートが特定されている実施形態においては、デー
タソースに特異的なクエリは、各時間枠によって特定される期間内の、特定された時間に
おける複数のデータ点と関連付けられるデータを提供するように、生成され得る。各デー
タ点は、データ点と関連付けられる特定された時間を示すタイムスタンプを有し得る。こ
のタイムスタンプは、時間枠と関連付けられる開始時間における、あるいはその後の、か

30

つ時間枠と関連付けられる終了時間において、あるいはその前に発生する、サンプリング
レートの期間の整数倍である。複数の時間枠が、図６Ｃにおいて示されるように、標準化
クエリによって特定され得る。そのような事例においては、データソースに特異的なクエ
リは、複数の時間枠の各々の間において、サンプリングレート（複数可）に対応するタイ
ムスタンプを有するデータ点におけるデータを獲得するように、生成され得る。一部のそ
のような事例においては、複数の時間枠の全てのうちの一部について、別個のデータソー
スに特異的なクエリが生成され得る。１つ以上の時間枠がサンプリングレートを伴わずに
特定される場合、複数のデータ点がタイムスタンプを伴って獲得され得るが、これらのタ
イムスタンプは、その時間枠内の任意の値を取り得る。したがって、時間枠は、各データ
点が測定された時間を示すことになる（あるいは、根本的なプロセス値が測定された時間

40

）。
【０３３３】
次いで、クエリ実行サービス７０６またはデータプロバイダ７０４は、１つ以上のデー
タソースに特異的なクエリを実行させて、特定されたデータソース７０２を照会する（ブ
ロック７４８）。これには、データソースに特異的なクエリを、クエリ実行サービス７０
６から、１つ以上のデータプロバイダ７０７ａ〜７０４ｄ及び／または１つ以上のデータ
ソース７０２ａ〜７０２ｆに送信することを含み得る。同様に、一部の実施形態において
は、データプロバイダ７０４は、データソースに特異的なクエリをデータソースに送信し
て、要求されるデータを獲得し得る。更なる実施形態においては、データソースに特異的
なクエリは、受信側のデータソース７０２の実行エンジンによって実行されてもよい。他
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の実施形態においては、データプロバイダ７０４が、データソース７０２内に記憶されて
いるデータにアクセス、かつそれを操作することによって、データソースに特異的なクエ
リのうちの１つ以上を実行し得る。１つ以上のデータソースに特異的なクエリを実行する
際に１つ以上のデータソースから返されるデータは、その後、データ受信エンティティに
送信され、あるいはそれによって受信され得る。このデータ受信エンティティとしては、
データプロバイダ７０４、クエリ実行サービス７０６、またはクエリブロック７０８が挙
げられ得る。したがって、データ受信エンティティは、１つ以上のデータソース７０２か
ら、要求されるデータを獲得する（ブロック７５０）。
【０３３４】
サンプリングレートが特定されている実施形態においては、データを獲得することとは

10

、時間枠及びサンプリングレートによって示されるサンプル点の各々と調和するタイムス
タンプを伴うデータ点をデータが含むということを確保することを含み得る。これは各時
間枠及びサンプリングレートについてなされ得る。上述されるように、これらのサンプル
点は、時間枠の開始時間における、あるいはその後の、かつ時間枠の終了時間において、
あるいはその前に発生する、サンプリングレートの期間の整数倍に対応する。データソー
ス７０２に記憶されるデータ点が、サンプル点と関連付けられる時間のうちの１つ以上に
関するデータ点を含まない場合、サンプル点に対応するタイムスタンプを有する追加的な
データ点が追加されてもよい。これらの追加的なデータ点は、タイムスタンプに対して時
間的に最も直前である、データソース７０２内のデータエントリの値と関連付けられる代
入値であってもよい。例えば、データソース７０２は、時間７：０１：５５００（値Ｖ１

20

を有する）、７：０２：０５００（値Ｖ２を有する）、及び７：０２：５５００（値Ｖ３
を有する）についてのデータ点を含む場合があるが、標準化クエリにおいて示される時間
枠は、７：０２：００００（開始時間）から７：０３：００００（終了時間）である場合
があり、サンプルレートの期間が０：００：５０００である場合がある（０．５秒毎であ
る、１つのサンプルのサンプリングレートに対応する）。そのような例においては、獲得
されるデータ点は、７：０２：００００、７：０２：５０００、及び７：０３：００００
のタイムスタンプを有することになり、これらはそれぞれ値Ｖ１、Ｖ２、及びＶ３を有す
る。したがって、タイムスタンプ、７：０２：５０００を有するデータ点については、こ
のタイムスタンプ後の時間では別の値（時間７：０２：５５００のＶ３）の方がより近い
が、最も直前の値Ｖ２（７：０２：０５００に測定）が使用される。加えて、所望のサン

30

プル時間の間の時間において発生する過剰なデータ点は、得られたデータから除去または
消去してもよい。したがって、獲得されたデータ中の各データ点（そのような調整または
整合後）は、標準化クエリによって示される各時間枠内の開始時間における、あるいはそ
の後の、サンプリングレートの期間の整数倍と関連付けられるタイムスタンプを有するこ
とになる。獲得されたデータ内のデータ点を整合する他の手段も、同様に使用できる。
【０３３５】
複数のデータソース７０２が同一の標準化クエリにおいて示される場合、データソース
７０２の各々が、異なるタイムスタンプを有するデータ点を有する場合があり、またその
ようなタイムスタンプと関連付けられる測定値が、異なるサンプルレートで発生した可能
性がある。例えば、第１のデータソース７０２ａ及び第２のデータソース７０２ｄが標準

40

化クエリによって示される場合がある。データソース７０２ａは、第１のサンプルレート
（例えば、毎秒１回の測定）を有するデータ点を記憶する第１のデータソースである可能
性があり、データソース７０２ｄは、第２のサンプルレート（例えば、毎秒４回の測定）
を有するデータ点を記憶する第２のデータソースである可能性がある。獲得されたデータ
は、標準化クエリ内で特定されるパラメータに従って、上に考察したように、標準化クエ
リによって特定されるサンプリングレートの期間の整数倍である時間におけるデータ点を
追加または除去することによって、整合できる。
【０３３６】
データ受信エンティティが１つ以上のデータソース７０２からデータを獲得するとき、
データ受信エンティティは更に、標準化クエリ７０９と関連付けられるフォーマットパラ
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メータまたは命令に従ってデータをフォーマットし得る（ブロック７５２）。そのような
フォーマットパラメータまたは命令は、標準化クエリ７０９に含まれてもよく、標準化ク
エリフォーマットと関連付けられてもよく、あるいはクエリブロック７０８の別個のプロ
パティにおいて特定されてもよい。一部の実施形態においては、これは、獲得したデータ
のフォーマットを、所望のフォーマットと調和するように調整することで、獲得したデー
タからデータフレームを更に生成することを含み得る。複数のデータソース７０２が照会
されている場合、データフレームの生成は更に、複数のデータソース７０２の各々から獲
得したデータを組み合わせて、集合データフレームを生成することを含み得る。例えば、
第１のデータセットが第１のデータソース７０２ａから照会され、第２のデータセットが
第２のデータソース７０２ｄから照会される場合、第１及び第２のデータセットを組み合

10

わせる集合データフレームが生成され得る。
【０３３７】
方法７６０は、データ要求エンティティから標準化クエリ７０９を受信することで始ま
り得る（ブロック７６２）。クエリブロック７０８またはクエリ実行サービス７０６等の
データ要求エンティティは、標準化クエリ７０９をデータプロバイダ７０４に送信するこ
とによって、１つ以上のデータソース７０２からのデータを要求し得る。データプロバイ
ダ７０４は、１つ以上のデータソース７０２と関連付けられてもよく、あるいはネットワ
ーク接続を介して様々なデータソース７０２からデータを獲得するように構成されてもよ
い。あるいは、データ要求エンティティは、データ分析システム１００内の別のデータブ
ロック、ソフトウェアルーチン、プロセス、またはサービスから標準化クエリ７０９を受

20

信し得る。加えて、データ受信エンティティ（これは同様に、クエリブロック７０８、ク
エリ実行サービス７０６、ジョブプロセス５０８、データサービス５２０、アプリケーシ
ョン５１４、プログラムメモリ、またはプロセスプラント５と関連付けられるデータを更
に分析、呈示、もしくは記憶し得る任意の他のサービス、ルーチン、プロセス、もしくは
デバイスであり得る）は、標準化クエリ７０９によって、あるいは別様に示され得る。そ
のようなデータ受信エンティティは、一部の事例においてはデータ要求エンティティと同
じエンティティであってもよく、あるいはデータ要求エンティティとは別個であってもよ
い。明瞭性のために、例示的方法７６０についての以下の考察は、データプロバイダ７０
４ａが、データ要求エンティティ及びデータ受信エンティティとしてのクエリ実行サービ
ス７０６から、標準化クエリ７０９を受信し、標準化クエリ７０９はデータソース７０２

30

ａからのデータを要求するものと仮定する。これは、本方法の重要な特色をより良好に例
証するためになされるものであり、本開示の範囲を限定することを意図するものではない
。当業者であれば、本明細書に考察される方法を軽度かつ普通に適応させるだけで、多数
の代替的構成が容易に作成できることを理解するであろう。
【０３３８】
標準化クエリがデータプロバイダ７０４ａにおいて受信されると、データプロバイダ７
０４ａは、標準化クエリ７０９からクエリパラメータを抽出する（ブロック７６４）。ク
エリパラメータには、時間と関連付けられるパラメータ（例えば、データが獲得される時
間枠、サンプリングレート等）、データタイプもしくは特性と関連付けられるパラメータ
（例えば、プロセス変数、表内の列、測定値、測定値からの計算値等）、またはデータの

40

獲得元であるデータソース７０２ａと関連付けられるパラメータ（例えば、データベース
の指標、そこへのパス、もしくはその中の表）が含まれ得る。クエリパラメータの抽出は
、標準化クエリ７０９内のオブジェクト、アレイ、または要素に基づいて１つ以上のパラ
メータを決定することを含み得る。一部の実施形態においては、データプロバイダ７０４
ａは更に、データがどのようにクエリ実行サービス７０６に返されるかを示すパラメータ
（すなわち、要求されたデータをデータ要求エンティティに提供する際に使用するフォー
マット、構造、タイミング、またはプロトコル）を抽出し得る。データプロバイダ７０４
ａは、抽出したクエリパラメータを、１つ以上のデータソースに特異的なクエリを生成す
る際及び／または獲得したデータをフォーマットしてデータ要求エンティティに提供する
際に使用するため、揮発性メモリまたは不揮発性メモリに記憶し得る。
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【０３３９】
次いで、データプロバイダ７０４ａは、抽出したクエリパラメータに基づいて、データ
ソースに特異的なクエリを生成し得（ブロック７６６）、このデータソースに特異的なク
エリは、データソース７０２ａと関連付けられるデータソースに特異的なクエリフォーマ
ットを活用する。例えば、データソース７０２ａは、ＭｏｎｇｏＤＢデータ構造またはフ
ォーマットを活用する非リレーショナルデータベースであり得、この場合、データプロバ
イダ７０４ａは、ＭｏｎｇｏＤＢのクエリ構文を活用するデータソースに特異的なクエリ
を生成して、標準化クエリ７０９から抽出されたクエリパラメータによって示されるデー
タを獲得する。代替的例としては、データソース７０２ａは、ＭｙＳＱＬを活用するリレ
ーショナルデータベースであり得、この場合、データプロバイダ７０４ａは、ＳＱＬクエ

10

リ構文を活用するデータソースに特異的なクエリを生成して、標準化クエリ７０９から抽
出されたクエリパラメータによって示されるデータを獲得する。データソースに特異的な
クエリを生成するために、データプロバイダ７０４ａは、標準化クエリフォーマットと、
データソースに特異的なクエリフォーマットとの間でマッピングを適用し得る。そのよう
なマッピングには、標準化クエリ７０９において表現されるクエリパラメータを、データ
ソースに特異的なクエリフォーマットで実質的に等価のパラメータへと変換する、構文ま
たはフォーマットへの調整が含まれ得る。一部の実施形態においては、データプロバイダ
７０４ａが、標準化クエリによって示されるクエリパラメータを、データソースに特異的
なクエリのパラメータまたは要素に直接マッピングするように、クエリパラメータの抽出
及びデータソースに特異的なクエリの生成は組み合わされ得る。上に考察したように、デ

20

ータソースに特異的なクエリは、標準化クエリ７０９によって示される各時間枠内の開始
時間における、あるいはその後の、サンプリングレートの期間の整数倍に対応するタイム
スタンプを有するデータ点を返すように、生成され得る。
【０３４０】
データソースに特異的なクエリがいったん生成されると、データプロバイダ７０４ａは
、データソースに特異的なクエリを実行して、要求されたデータをデータソース７０２ａ
から獲得し得る（ブロック７６８）。一部の実施形態においては、データプロバイダ７０
４ａは、データソースに特異的なクエリを実行するという要求をデータソース７０２ａに
送信してもよく、データソース７０２ａは、データソースに特異的なクエリを実行し、結
果として得られたデータをデータプロバイダ７０４ａに返してもよい。あるいは、データ

30

プロバイダ７０４ａは、データソース７０２ａ用のインターフェイスまたは実行エンジン
として働いてもよく、この場合、データプロバイダ７０４ａは、データソースに特異的な
クエリフォーマットの規則に従って、データソースに特異的なクエリを実行して、データ
ソース７０２ａに記憶されているデータにアクセス、それを分析、及び選択してもよい。
データソースに特異的なクエリが、データプロバイダ７０４ａによって実行されるか、あ
るいはデータソース７０２ａによって実行されるかに関わらず、データソースに特異的な
クエリの実行から結果として得られるデータは、データプロバイダ７０４ａによって獲得
される。
【０３４１】
一部の実施形態においては、データプロバイダ７０４ａは、標準化クエリ７０９に基づ

40

いて、クエリの実行によって獲得されたデータをフォーマットし得る（ブロック７７０）
。したがって、データプロバイダ７０４ａは獲得されたデータを処理して、標準化クエリ
７０９で表現されるデータについての要件に対応するように、獲得されたデータをフォー
マットし得る。これには、クエリ実行サービス７０６が容易に使用できるフォーマットの
獲得されたデータを含む獲得されたデータからデータフレームを生成することが含まれ得
、獲得されたデータに、データフォーマット規則及びデータエイリアスを適用することが
含まれる。例えば、標準化クエリ７０９は、データが、ＪＳＯＮファイルを用いるドキュ
メントで提供されるべきであることを特定してもよい。同様に、標準化クエリは、データ
が、表のフォーマットでデータ要求エンティティに返されるべきであること、またはデー
タ値が、小数点以下３桁の浮動小数点数としてフォーマットされるべきであることを特定

50

(107)

JP 2017‑76386 A 2017.4.20

してもよい。それらのフォーマット要件は、標準化クエリ７０９において特定されてもよ
いが、フォーマット要件の一部または全ては、標準化クエリフォーマット（またはそのバ
ージョン）によって特定されてもよい。この様式においては、標準化クエリフォーマット
（またはそのバージョン）を採用する標準化クエリは、常に、データを一貫したフォーマ
ットで返すことになる。上に考察したように、獲得したデータのフォーマットは、標準化
クエリ７０９によって示される各時間枠内の開始時間における、あるいはその後の、サン
プリングレートの期間の整数倍に対応するタイムスタンプを有するように、データ点の時
間を調整または整合することを含み得る。これには更に、適切なタイムスタンプを伴うデ
ータ点の追加、または所望のサンプル時間の間の時間に発生する過剰なデータ点の除去が
含まれ得る。

10

【０３４２】
獲得したデータがフォーマットされると、データプロバイダ７０４ａは、フォーマット
したデータをデータ受信エンティティに提供する（ブロック７７２）。データプロバイダ
７０４ａは、要求されたフォーマットまたは任意の既知のフォーマットのデータフレーム
を、クエリ実行サービス７０６に、更なる分析のために送信し得る。更なる実施形態にお
いては、獲得されたデータをフォーマットすることの一部または全ては、データプロバイ
ダ７０４ａが、データソースに特異的なクエリの実行から獲得された未フォーマットまた
は部分的にフォーマットされたデータを、クエリ実行サービス７０６に送信した後、クエ
リ実行サービス７０６によって代わりに実施されてもよい。データが、データ要求エンテ
ィティによって受信され、フォーマットされたとき、フォーマットされたデータは、本明

20

細書の他の場所に考察されるようにプロセスプラント制御または分析において使用できる
。一部の実施形態においては、クエリ実行サービス７０６は更に、クエリブロック７０８
またはジョブプロセス５０８等の別のデータ受信エンティティにデータを提供してもよい
。
【０３４３】
概して、データソース７０２ａ〜ｆのいずれかの部分または全ての部分、データソース
プロバイダ７０４ａ〜ｄ、及びクエリブロック７０８、ならびに可変的にフォーマットさ
れるデータソース７０２ａ〜ｆから獲得するために活用されるクエリ言語は、図１、２、
３、４Ａ〜４Ｑ、及び／または５Ａ〜５Ｇのいずれかの部分または全ての部分と併せて、
かつ／あるいは図１、２、３、４Ａ〜４Ｑ、及び／または５Ａ〜５Ｇにそれぞれ対応する

30

本開示の節に記載される任意の数の特色及び／または技法と併せて動作し得る。
【０３４４】
早期警戒故障検出のための周波数分析の分析技法
新規データ分析技法または機能（例えば、分散型工業プロセスパフォーマンス監視／分
析システムまたはＤＡＳ１００によって提供され得る）は、プロセスプラント５等のプロ
セス制御システムまたはプラントにおける早期警戒故障検出のための、周波数分析の分析
技法である。該新規周波数分析の分析技法または機能は、本明細書においては、「ローリ
ング高速フーリエ変換」または「ローリングＦＦＴ」と呼ばれ、本明細書に記載されるシ
ステム、アーキテクチャ、方法、及び技法のうちのいずれかと併せて活用できる。例えば
、ローリングＦＦＴ用のデータブロック定義が、データブロック定義ライブラリ２５２内

40

に記憶され、また、オフラインで実行され、かつ／あるいはオンラインで実行されるデー
タモジュールにおいて活用できるようにユーザに対して利用可能にされ得る。追加的また
は代替的に、１つ以上の分散型データエンジン１０２ｘが、１つ以上のＤＤＥ１０２ｘに
おいて獲得されたデータに対してローリングＦＦＴを実行してもよい。しかし、ローリン
グＦＦＴは、本明細書に記載されるシステム、アーキテクチャ、方法、及び技法と併せて
使用することのみに限定されず、時系列データを生成する任意のシステム、アーキテクチ
ャ、方法、及び／または技法と併せて活用してもよい。下に示されるように、ローリング
ＦＦＴ分析技法または機能は、記述的分析及び予測的分析両方の組み合わせである。
【０３４５】
概して、プロセス制御システムまたはプラントにおいては、未来のプロセスプラントの
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挙動についての先行指標を提供するプロセスデータを、好ましくは予防的または軽減的ア
クションを起こすことを可能にする時間の枠内において発見できれば、異常、故障、パフ
ォーマンスの低下、及び／または所望されないか、もしくは望ましくない状態を予防でき
る（あるいは、それらの影響を最小化できる）。そのようなプロセスデータには、例えば
、圧力、温度、及びプラントを通って移動する材料の流速の測定値データ、ならびに設備
の部分に関する類似の情報が含まれ得る。そのようなプロセスデータとしてはまた、例え
ば、プロセスフローストリームの化学組成、及び設備のオン／オフ状態が挙げられ得る。
概して、ローリングＦＦＴを適用できるプロセスデータには、プロセスプラント内のプロ
セスを制御する結果として生成され、例えばサンプリング、データストリームの受信、デ
ータベース、データファイル、データソース（例えば、Ｓｅｅｑシステム）、またはヒス

10

トリアンからの読み取り、照会等によって、任意の好適な様式で獲得される、任意のオン
ライン及びオフライン時系列データが含まれ得る。
【０３４６】
プロセスプラントにおける先行インジケータを発見する１つの技法としては、プロセス
データの挙動を経時的に分析することが挙げられる。この挙動は多くの理由で変化し得る
が、一部のシナリオにおいては、この変化は、異常、故障、パフォーマンスの低下、及び
／または他の状態につながるプロセスの不調と関連付けられ得、したがって、そのような
状態の先行インジケータとみなされ得る。本明細書に記載されるローリングＦＦＴ技法は
、先行インジケータに対応する時系列データの第１のセットを周波数領域に変換し、続い
てその周波数領域データに基づいて時系列データの第２のセットを生成し、その後これを

20

監視及び使用して、プロセスプラントの異常、故障、パフォーマンスの低下、及び／また
は状態を予測し得る。
【０３４７】
従来、プロセスプラントからのプロセスデータは、周波数分析技法に対する入力として
使用するために、収集、受信、または別様に獲得されている場合がある。データは、温度
、フロー、圧力、組成、及び／またはプロセスを制御するためのプロセスプラントの運転
の結果として生成される他の連続信号等、プロセスプラントにおいて見出される既存のプ
ロセス信号に関する任意のデータであり得る。従来、ＦＦＴは、通常２の累乗（例えば、
２１０＝１０２４）に基づく固定窓（例えば、データ点の特定の数）を用いて、獲得され
たプロセスデータ中の重要な周波数の振幅を特定するために、そのプロセスデータに対し

30

て実施される。最新の計算方法は、このデータの窓の長さをユーザが定義することを可能
にするが、この長さは多くの場合、利用可能なコンピュータのメモリの量によって制限さ
れてしまう。ＦＦＴにおけるサンプルの数及びサンプリング周波数はまた、目的の最速周
波数当たり少なくとも２つのサンプルを有するというナイキスト要件を満たさねばならな
い。更に、従来のＦＦＴは、所望のデータ信号の数サイクルの周期的挙動に対して作用す
べきである。
【０３４８】
しかし、プロセスデータに適用されるＦＦＴの多くの従来型の適用においては、目的の
信号は経時的に変化しないと仮定される。しかしながら、ローリングＦＦＴはこの仮定に
よって制約されない。実際、「ローリング」タイプのＦＦＴは、有利なことに、信号に対

40

する経時的な変化を捕捉して、信号に対するそれらの経時的な変化がいつ起こるかを特定
できる。具体的には、ローリングＦＦＴは、目的の信号または変数によって生成されるデ
ータ（プロセスプラントの結果として生成された、測定値、感知された値、または他の信
号）の窓に対してＦＦＴを実施すること、及びその窓について周波数の振幅（例えば、ピ
ーク振幅）を記録することを含む。次いで、この窓を、時間で１つのサンプル分前向きに
動かし、ＦＦＴを再度実施して、結果を記録または記憶する。これを時系列データの最後
まで継続する。ＦＦＴは、データセット中の全てのサンプル時間に対して実施されるため
（一部の場合においては、窓中のサンプルの数がｎである場合、最初のｎ−１個のサンプ
ルは除く）、１つ以上の目的の周波数の振幅（例えば、ピーク振幅）を含む、１つ以上の
新しい時系列データセットが作成または生成される。目的の各振動数は、目的の振動数の
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振幅（例えば、ピーク振幅）に対応するそれぞれの時系列データを生成する、プロセスプ
ラントのそれぞれの新しいプロセス変数に対応し得る。各新規プロセス変数によって生成
される時系列データは、プロセスプラント内の、可能性のある異常、故障、または他の状
態を予測するために、記憶、監視、及び／または分析され得る。
【０３４９】
したがって、目的の信号または変数について、予測される、所望されないプロセスプラ
ント状態に対応する１つ以上の新しいプロセス変数が、プロセスプラント内で作成、生成
、及び活用され得る。目的の信号または変数は、個別の信号または測定点であってもよく
、あるいは個別の信号／点の信号または測定値の組み合わせ（例えば、和または他の組み
合わせ）であってもよい。目的の変数はユーザによって定義されてもよく、あるいはデー

10

タブロック、データモジュール、及び／またはデータ分析機能によって自動的に決定され
てもよい。
【０３５０】
上に考察したように、新しい時系列データセットのセットを決定するプロセスは、目的
の信号または変数を時間領域から周波数領域に変換すること、周波数領域データを獲得す
ること、及び獲得された周波数領域データを転換して、新しいプロセス変数に対応する時
系列データを決定することを伴う。時間領域に再度変換または転換することは重要である
。これは、新しい時系列データセットを、元のプロセスデータ信号及び／または他の時系
列プロセスデータと共に閲覧することを可能にするためである。したがって、新しい時系
列データは、元の目的の信号もしくは変数によって生成されるデータ、及び／または他の

20

プロセスデータに対して使用可能である分析技法（例えば、統計的分析、ＰＣＡ、標準偏
差等）と同じものを用いて探査することができ、一部の状況においては、元のプロセスデ
ータ及び／または他のプロセスデータと併せて分析することができる。例えば、新しい時
系列データ及び元の／他のプロセスデータの両方が、Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒｓデータブ
ロック５２１に入力として提供されてもよい。
【０３５１】
ローリングＦＦＴ分析技法及びその利点を例証するために、ローリングＦＦＴが、精製
所または化学プラント等のプロセスプラントにおける潜在的なフレア事象を検出する問題
に適用される、例示的シナリオについて考慮されたい。概して、一部のプロセスプラント
は、個別のプロセスユニットから過剰な蒸気を収集し、蒸気を大気中に放出する前に、収
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集した過剰な蒸気を燃焼させて毒性化学物質を除去するフレアリングシステムを有する。
この過剰な蒸気またはガスの燃焼を、概して、「バーンオフ」または「フレア事象」と呼
ばれる。一部のシナリオにおいては、バーンオフされる代わりに、フレアガスは圧縮され
、供給材料または燃料ガスとして再利用される。しかし、フレアガス圧縮機の容量を超過
するとフレア事象が発生するため、過剰な材料はフレアバーナを通じて放出される。典型
的には、フレア事象の数及び／または頻度は、環境規制及び／または他の種類の規制によ
って管理されている。一部の計画的なフレア事象は許容されており、かつ必要であるが、
プロセスプラントの提供者または企業は、計画外のフレア事象が余りにも頻繁に発生する
場合、科料に処される可能性がある。したがって、プロセスプラントの提供者またはオペ
レータにとっては、現在の運転状態に基づいて、計画外のフレア事象が発生する、または

40

発生する可能性が高いことを予測でき、また十分な先行時間を伴ってこの予測を獲得し、
その間にオペレータが軽減的アクションを取って、計画外のフレア事象が起こるのを防止
できることが望ましい。
【０３５２】
これは、現代の精製所及び化学プラントは多数の相互接続されたユニット（例えば、数
十または数百にすら及ぶ相互接続されたユニット）を伴う複合システムであり、各ユニッ
トそれ自体が大きなプロセスプラントとみなされ得るため、解決が困難な問題である。通
常、これらのユニットは、一般的なフレアシステムに接続されている。これらのユニット
のうちのいずれもが、フレアシステムが取り扱うべき蒸気の潜在的なソースとなり得るた
め、どのユニット（複数可）がフレア状態に近いかを監視するのは困難であり得る。更に

50

(110)

JP 2017‑76386 A 2017.4.20

、いったんフレアが発生すると、どのユニットが原因であるかは直ちには明らかとならな
い。
【０３５３】
この状況に対処するために、本明細書に記載されるローリングＦＦＴ技法を使用するこ
とができる。図７Ａは、ローリングＦＦＴが適用された精製所によって生成された例示的
プロセスデータを示す。例示的プロセスデータには、特定の時間間隔中に、精製所のフレ
アシステム内のユニットから獲得される、プロセスフロー測定値または信号１１００が含
まれる。確認できるように、プロセスフロー信号１１００は本来周期的であり、その周期
はほぼ１日である（例えば、その周期性が、毎日の加熱冷却サイクルに対応する場合があ
るため）。加えて、例示的プロセスデータには、同一の特定の時間間隔にわたる、フレア

10

システムのフレア圧力を示す、別の信号１１０２が含まれる。フレア圧力はフレアシステ
ム内の集合的蒸気の測定値であり、この測定値は、例えば、過剰なガス及び蒸気を格納す
る圧縮機または他の容器のセンサから獲得され得る。図７Ａにおいては、信号データ１１
００及び１１０２は、それらの経時的な挙動及び関係性が容易に視覚化されるように、時
間で整合され、スケール変更されていることに留意されたい。ある実施形態においては、
１つ以上のデータブロック、データモジュール、及び／または１つ以上のＤＤＥ１０２ｘ
が、信号データ１１００及び１１０２を受信し、信号１１００及び１１０２を図７Ａに示
される時間整合された様式で表示できるように、２つの信号１１００及び１１０２の時間
整合を実施する。
【０３５４】

20

図７Ｂは、異なる時間間隔についての同じ信号１１００及び１１０２を示し、この期間
中に、信号１１０２においてフレア事象１１０４が発生した（例えば、信号１１０２に対
応するフレア圧力が高まり、圧力限界を超え、したがってフレア事象１１０４を引き起こ
した）。図７Ｂを見ると、プロセスフロー信号１１００の挙動が、フレア事象１１０４の
前に変化していることが明らかである。例えば、プロセスフロー信号１１００の周期的挙
動は、フレア事象１１０４の発生の２日から３日前に変化している。フレア事象１１０４
に関する先行インジケータとしての、プロセスフロー信号１１００における変化の特定は
、例えば、ＰＣＡ、相互相関関係、ＰＬＳ回帰等のデータ分析技法を用いることで決定さ
れ得る。ローリングＦＦＴを活用することによって、この変化／先行インジケータを、捕
捉、特定、または定義することができ、特定された変化／先行インジケータに対応する新

30

しい信号またはプロセス変数を、生成、定義、または作成することができ、新しいプロセ
ス変数の時系列出力を決定することができる。したがって、先行インジケータの存在に関
するローリングＦＦＴによって決定される、新しいプロセス変数の時系列データを監視す
ることによって、切迫したフレアを判定することができ、予防的及び／または軽減的アク
ションを取ることができるように、対応する警告をユーザ（例えば、エンジニア、プロセ
スオペレータ等）に呈示することができる。ある実施形態においては、新しく定義された
プロセス変数は、（例えば、タグの割り当て、及び／または新しいプロセス変数をプロセ
ス制御データベースに別様に認識させることによって）精製所のプロセス制御システム内
に組み込まれてもよく、従来型のプロセス制御監視設備及び技法を用いて監視してもよい
。したがって、新しいプロセス制御変数に対応するステータス及び他の情報は、限度、ア

40

ラーム、動向チャート等を伴うプロセス情報の任意の他の項目と同様に、ユーザに呈示す
ることができる。
【０３５５】
ある実施形態においては、フレア事象を予測するために活用されるプロセスフロー信号
は、個別のフローまたは測定値の組み合わせ（例えば、合計、加重平均、または他の好適
な組み合わせ）である。図７Ｃは、ローリングＦＦＴ分析を適用することができるプロセ
ス信号が、個別のプロセスフロー信号１１０６の合計に対する変化に対応する実施形態を
示す。合計シグナル１１０６は、ある例においては、個別のフロー信号の測定値を足し合
わせることで作成できる。合計１１０６または信号の他の所望される組み合わせの生成は
、作成及び分析されるべき新しい信号の数を低減し、これはひいては全体的な分析を簡略
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化させ得る。しかしながら、単一のプロセス信号を使用するか、あるいは信号の何らかの
組み合わせを使用するかについて、制約は存在しない。図７Ｃはまた、表示される時間間
隔中においてフレア事象１１０８及び１１１０を含む、フレア圧力信号１１０２を同時に
示す。相互関係が容易に視覚化されるように、信号１１０６及び１１０２は時間整合され
ていることに留意されたい。プロセスフローの合計１１０６の挙動における変化は、フレ
ア事象１１０８の直前において確認できるが、フレア事象１１１０の場合は、合計された
プロセスフロー１１０６における変化は、フレア事象１１１０の後に発生している。合計
されたプロセスフロー１１０６の挙動が、例えばより長い時間間隔にまたがる場合、する
か否か（また、する場合はどのようにするか）を決定するためには、更なる分析機能等を
実施することによる、フロー１１０２とフロー１１０６との間の関係性の更なる分析が必

10

要となり得る。
【０３５６】
図７Ｄは、ローリングＦＦＴ技法を信号１１０６に適用したことの結果１１１２を示し
ており、この適用により、プロセスフロー信号の合計１１０６は、元の時間領域から周波
数領域へと転換され、次いで再度時間領域へと転換される。特に、図７Ｄの信号１１１２
は、信号１１０６の、具体的な目的の周波数（例えば、第４の周波数は１日当たり４周期
に対応する）の振幅（例えば、時系列データ）に対応する。１日当たり４周期に対応する
第４の周波数が、新しいプロセス変数として定義され、その時系列ピーク振幅値が対応す
る周波数領域データから捕捉され、フレア圧力信号１１０２と併せて、信号１１１２とし
て時間領域で表示されている。相互関係が容易に視覚化されるように、信号１１１２及び

20

１１０２は時間整合されていることに留意されたい。図７Ｄに見られるように、信号１１
１２の特定のピーク振幅１１１３が、フレア事象１１０８と関連付けられる。しかし、デ
ータ１１１２はノイズが混ざっているように見受けられ、偽陽性と呼ばれ得るものを含む
（例えば、事象１１１５ａ、１１１５ｂ）。しかしながら、偽陽性は、注意報として使用
することができ、ならびに／または回避された「近」フレア事象を表す場合があるため、
過度に心配するには当たらない。
【０３５７】
信号データ１１１２を更に処理及びクリーンにするため、更なるデータ分析技法が実施
されてもよい。例えば、図７Ｅにおいては、ＰＣＡが、１日当たり４周期に対応する第４
の周波数の周波数領域データに対して、その第１の主構成要素を決定するために適用され

30

ており、第１の主構成要素の時系列値が、信号１１１８として示されている。具体的には
、図７Ｅは、フレア圧力信号１１０２のフレア事象１１０８周囲の時間間隔中における、
第１の主構成要素１１１８の挙動の拡大表示を示している。信号１１１８及び１１０２は
、それらの間の相互関係が容易に視覚化されるように、時間整合されていることに留意さ
れたい。図７Ｅに見られるように、第１の主構成要素１１１８の値におけるスパイクが、
フレア事象１１０８の前によく発生しており、そ麗江には、第１の主構成要素１１１８の
値は有意に減少している。このスパイクを捕捉するために、信号１１１８をある期間保持
するために、減衰フィルタを使用してもよい。ある実施形態においては、減衰フィルタは
、その減衰フィルタのインスタンスが、各アプリケーションについて異なって調整可能で
あるように、データブロック定義及び対応するデータブロックプロパティによって定義さ

40

れ得る。例えば、減衰フィルタブロックの構成可能なプロパティは、信号の増加速度及び
／または減衰速度を定義し得る。一部の実施形態においては、更なる主構成要素を決定し
、技法の感度を上昇させるために使用してもよい。
【０３５８】
図７Ｆは、図７Ｄの別の部分の拡大表示を示す。具体的には、図７Ｆは、フレア圧力信
号１１０２のフレア事象１１１０周囲の時間中における、第１の主構成要素１１１８の挙
動をより詳細に示している。図７Ｆにおいては、フレア事象１１１０に対応する第１の主
構成要素１１１８の値は、フレア事象１１０８の場合と比べると小さいが、基線と比較す
ると、値の有意な差異が依然として存在する。
【０３５９】
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プロセス制御データにおいて先行インジケータを検出するために、ローリングＦＦＴ分
析を使用する技法は、オフライン分析及びデータモデルを構築する試みにおいて使用でき
る。しかしながら、新しいプロセス変数（例えば、周波数、主構成要素、及び／または他
の目的の高次データ）が特定及び定義されると、ローリングＦＦＴ分析は、オンラインプ
ロセスプラントからのリアルデータのストリーミングに対して実施され得る。例えば、ロ
ーリングＦＦＴデータブロックのインスタンスをオンラインデータモジュールに組み込み
、プロセスプラント内のオンラインソースにバインドできるように、ローリングＦＦＴを
データブロックとして定義し、ブロック定義ライブラリ２５２に記憶してもよい。したが
って、ローリングＦＦＴ分析が動作するライブのストリーミングデータは、ユーザまたは
プラントオペレータに対し、切迫した状態についてのリアルタイム予測／警告を提供し得

10

る。一部の実施形態においては、ユーザは、他の分析機能ブロック（例えば、ＰＣＡ、Ｐ
ＬＳ、及び／または他の分析機能ブロック）に対して相互接続されるローリングＦＦＴデ
ータブロックを含むように、組み合わせデータブロックを定義してもよい。加えて、ユー
ザは、複数のプロセス信号を単一の信号へと組み合わせる（例えば、合計する、加重平均
を計算する等）データブロックを定義して、ローリングＦＦＴデータブロックへの入力及
び／またはローリングＦＦＴデータブロックを含む組み合わせブロックへの入力としてそ
の単一の信号を活用してもよい。
【０３６０】
したがって、ローリングＦＦＴデータ分析技法は、オフラインプロセスデータ及びオン
ラインプロセスデータについて活用できる、記述的分析技法の一例である。

20

【０３６１】
一部の実施形態においては、ローリングＦＦＴ分析技法に対応する新しいプロセス変数
は、プロセスプラントに組み込まれ得る。例えば、新しいプロセス変数は、（例えば、そ
れぞれのプロセス制御タグを割り当てることによって）定義することができ、プロセスプ
ラントのプロセス制御データベースに記憶することができる。ある実施形態においては、
新しいプロセス変数によって生成された時系列データは、プロセスプラントのプロセスの
一部分を制御するように動作する制御機能または制御ブロックへの入力として働くことが
でき、あるいはプロセスプラントにおける変化のトリガとして働き得る。
【０３６２】
更に、潜在的なフレア事象の検出は別として、所望されない状態または事象を予防する

30

ためにローリングＦＦＴを適用できる他の状況としては、潜在的な圧力安全バルブのリフ
ティング、潜在的な圧縮機のサージ、切迫したポンプの破損、切迫したバルブの破損、蒸
留塔における冠水等のフローの不安定性、回転粉砕ミルにおける破損、油井及びガス井生
産の不安定性等の警告が挙げられる。一部のシナリオにおいては、ローリングＦＦＴは、
プロセスプラント内の１つ以上のエンティティ、またはプロセスプラント全体の所望され
ないパフォーマンス測度を予防するために適用できる。
【０３６３】
図７Ｇは、プロセスプラント及びプロセス制御システムにおける早期故障検出を提供す
るための例示的方法１２００のフローダイアグラムを示す。方法１２００のうちの１つ以
上の部分が、例えば、ブロック定義ライブラリ２５２のデータブロックによって実施でき

40

る。方法１２００のうちの１つ以上の部分が、工業プロセスパフォーマンス監視／分析シ
ステム１００のうちの１つ以上の部分、例えば、１つ以上のＤＤＥ１０２ｘ、オフライン
データモジュール、オンラインデータモジュール等によって実施できる。無論、方法１２
００のうちの１つ以上の部分は、本明細書に記載されるデータ分析システム１００のシス
テム、デバイス、及び装置以外のものによって実施できる。一部の実施形態においては、
方法１２００は、本明細書に記載されるステップよりも多いか、少ないか、あるいはそれ
らとは異なるステップを含み得る。
【０３６４】
ブロック１２０２において、方法１２００は、プロセスプラントによるプロセス制御の
結果として生成されるプロセス信号またはデータの開始セットを受信することまたは獲得
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することを含み得る。プロセス信号の開始セットは、プロセスプラントにおけるプロセス
を制御するように動作する１つ以上のプロセス制御デバイスによって生成される時間領域
データを含み得、かつ／あるいはプロセスの制御の結果としてプロセスプラント内の１つ
以上の他の構成要素、デバイス、またはエンティティによって生成される時間領域データ
（例えば、プロセスプラント内の様々なデータソースによって生成される、一次プロセス
データ）を含んでもよい。例えば、プロセス信号の開始セットは、温度、フロー、圧力、
組成、状態等の値等、経時的なプロセス測定値の値を含み得る。一部の実施形態において
は、獲得したプロセス信号またはデータの開始セットは、プロセスプラントによるプロセ
ス制御の結果として生成される、診断結果、オペレータまたはユーザの一連のアクション
、リンクまたはプロセス通信ネットワークの利用可能な帯域幅、データ分析の結果等の、

10

経時的な二次または高次プロセスデータを含み得る。獲得したプロセス信号の開始セット
は、例えば、オフラインプロセスデータ及び／またはオンラインプロセスデータを含み得
る。
【０３６５】
ブロック１２０４においては、方法１２００は、獲得したプロセス信号の初期セットに
基づいて、プロセスプラント内で発生する（または発生した）異常、故障、パフォーマン
スの低下、または他の所望されない／望ましくない状態の先行インジケータを決定するこ
とを含み得る。例えば、先行インジケータは、特定のプロセス制御信号の特定の周波数の
ピーク振幅におけるスパイク（例えば、図７Ｂに示されるスパイク１１０４）等の、異常
、故障、パフォーマンスの低下、及び／または他の状態の発生の前に起こる、１つ以上の

20

プロセス制御信号の挙動における変化であり得る。ある実施形態においては、先行インジ
ケータは、ＰＣＡ、ＰＬＳ回帰、クラスタリング、相互相関関係等の、獲得したプロセス
信号の開始セットのうちの１つ以上に対して１つ以上の統計分析技法を用いることによっ
て決定できる。ある実施形態においては、データ分析システム１００の１つ以上のオフラ
イン及び／またはオンラインデータブロック及び／またはデータモジュールが、１つ以上
の獲得したプロセス信号に対して動作して、異常、故障、パフォーマンスの低下、及び／
または他の状態の１つ以上の先行インジケータを決定し得る。
【０３６６】
ブロック１２０６においては、方法１２００は、先行インジケータに対応する１つ以上
の新しいプロセス変数のセットを、作成、定義、または生成することを含み得る。ある実
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施形態においては、特定の信号の挙動における特定の変化に対応する新しいプロセス変数
が、作成、定義、または生成され得る。例えば、先行インジケータが発生し得る目的の周
波数（例えば、図７Ｃの信号１１０６の周波数）が特定され、新しいプロセス変数として
作成／生成され得る。一部の実施形態においては、１つ以上の新しいプロセス変数のセッ
トの生成（ブロック１２０６）は、先行インジケータに対応する第１の新しいプロセス変
数（例えば、図７Ｃの信号１１０６に対する変化）を定義／特定／生成することと、続い
て、第１の新しいプロセス変数によって生成される時系列データ（単独で、あるいは他の
プロセス変数によって生成される他の時系列データと共に）に対して、１つ以上の分析技
法を実施して、先行インジケータと関連付けられる別の新しいプロセス変数を決定するこ
ととを含む。例えば、図７Ｄを参照すると、図７Ｃの信号１１０６に対応する周波数領域

40

データに対してＰＣＡが適用されて、第１の主構成要素を決定し、第１の主構成要素が別
の新しいプロセス変数として特定／定義され、その経時的な値は、信号１１１２によって
図７Ｃに表される。
【０３６７】
ブロック１２０６の一部の実装形態において、データ分析システム１００の１つ以上の
オフライン及び／またはオンラインデータブロック及び／またはデータモジュールは、先
行インジケータに対応する１つ以上の新しいプロセス変数を特定し、作成／定義／生成す
るように動作し得る。この１つ以上の新しいプロセス変数は、一部の場合においては、タ
グ付けされ、かつ／あるいはプロセスプラントまたはプロセス制御システム内に記憶され
得る。
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【０３６８】
ブロック１２０８においては、方法１２００は、プロセス信号の後続セットを獲得する
こと（例えば、ブロック１２０２の様式と類似する様式で）と、それにローリングＦＦＴ
を実施して、１つ以上の新しいプロセス変数に対応する時系列データを決定することとを
含み得る。プロセス信号の後続セットは、例えば、オフライン及び／またはオンライン信
号を含み得る。それに対してローリングＦＦＴを実施するには、プロセス信号の後続セッ
トのデータの第１の窓に対してＦＦＴを実施し得、その中の周波数のピーク振幅の値が時
系列データとして保存されてもよく、データの第２の窓に対してＦＦＴを実施し得、その
中の周波数のピーク振幅の値が時系列データとして保存されてもよく、以降同様に続き、
それによって、プロセス信号の後続セット内に含まれる１つ以上の目的の周波数について

10

のそれぞれの時系列データが生成される。例えば、特定のプロセス信号の特定の目的の周
波数が、新しいプロセス変数に対応する場合、ローリングＦＦＴを、プロセス信号の後続
セットに対して適用して、プロセス信号の後続セット内の特定の目的の周波数の挙動を経
時的に獲得し得、例えば、新しいプロセス変数によって生成されるピーク振幅値を含む時
系列データを経時的に獲得し得る。分析技法を実施して新しいプロセス変数を特定した状
況においては（例えば、上に考察したように、新しいプロセス変数は、信号１１０６に対
応する周波数領域データの第１の主構成要素に対応する）、１つ以上の分析技法もまた、
ブロック１２０８において適用されて、そのような新しいプロセス変数の時系列データを
決定できる。ある実施形態においては、ブロック１２０８は、１つ以上のオンライン及び
／またはオフラインデータブロック及び／またはデータモジュール等、データ分析システ

20

ム１００のうちの１つ以上の部分によって実施され得る。
【０３６９】
ブロック１２１０においては、方法１２００は、１つ以上の新しいプロセス変数によっ
て生成される時系列データ（例えば、ブロック１２０８において獲得されたもの）を、先
行インジケータの存在について監視することを含み得る。例えば、特定の目的の周波数の
ピーク振幅が、規模及び／または持続期間の閾値を超える場合、先行インジケータの存在
を検出できる。ある実施形態においては、新しいプロセス変数は、それぞれのタグまたは
他のインジケータによって特定され、プロセスプラントに組み込まれ、したがって、その
時系列データ値の監視（ブロック１２１５）は、プロセスプラントの故障検出アプリケー
ション、アラーム取扱アプリケーション、及び／または他の監視アプリケーションによっ

30

て実施され得る。追加的または代替的に、先行インジケータの存在を検出する、時系列デ
ータの監視（ブロック１２１５）は、データ分析システム１００によって実施されてもよ
い。
【０３７０】
ブロック１２１２においては、方法１２００は、故障、異常、事象、パフォーマンスの
低下、所望されない状態、及び／または所望される状態等の発生が、ブロック１２１０に
おける監視中に発見された、検出された先行インジケータの存在に基づいて予想されるこ
とについての指標を生成することを含み得る。一部の場合においては、ブロック１２１２
は、該状態の発生が予想される時間枠の指標を生成することを含む。例えば、動向チャー
ト、アラーム、アラート、及び／または他の視覚的もしくは聴覚的インジケータが、ユー

40

ザインターフェイスによって生成及び呈示されて、獲得した時系列データ中の先行インジ
ケータの存在に基づいて、プロセスプラントにおける切迫した異常、故障、パフォーマン
スの低下、及び／または他の状態についてユーザまたはオペレータに警告し得る。
【０３７１】
一部の実施形態においては（図７Ｇには図示せず）、方法１２００は、信号（制御信号
または変化を示す他の信号等）を生成させ、検出された先行インジケータの存在に基づい
て、オンラインプロセスプラントに提供させることを含み得る。例えば、データ分析シス
テム１００は、監視されているデータにおいて検出された先行インジケータの存在に基づ
いて、１つ以上の制御信号を自動的に生成し得（ブロック１２１０）、この１つ以上の制
御信号を１つ以上のコントローラに対して自動的に提供して、プロセス制御プラントの少
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なくとも一部分の挙動を変更することができる。オンラインプロセスプラントに変化をも
たらすようにそこに提供され得る他の信号としては、例えば、（例えば、設備、デバイス
、ルーチン、もしくはアプリケーション等の一部の）パラメータ、値、構成、及び／もし
くは状態に対する変更、またはプロセスプラント内もしくはそれと併せて実行されるアプ
リケーションに対する変更を示すトリガまたは信号が挙げられる。
【０３７２】
一部の実施形態においては（図７Ｇには図示せず）、方法１２００は、１つ以上の信号
を生成させ、データ分析システム１００に提供させることを含み得る。例えば、方法１２
００は、データ分析システム１００に対して、新しいプロセス変数の指標及びそれらそれ
ぞれの識別子、決定された先行インジケータの指標、時系列データ（及び、それに適用さ

10

れる様々な分析技法の出力等の、そこから生成されるより高次のデータ）に対して実施さ
れる様々な分析技法の特性及び配列を提供して、更なる新しいプロセス変数、新しいプロ
セス変数によって生成される、監視される時系列データ、その中の先行インジケータの存
在等を決定し得る。概して、方法１２００は、方法１２００の実行によって生成される任
意のデータを、データ分析システム１００に提供させることを含み得る。ある実施形態に
おいては、データ分析システム１００に提供される１つ以上の信号は、ストリーミングデ
ータであり得る。
【０３７３】
無論、方法１２００はブロック１２０２〜１２１２に限定されない。一部の実施形態に
おいては、更なるブロックが方法１２００によって実施され得、かつ／あるいはブロック

20

１２０２〜１２１２のうちの一部は方法１２００から省略されてもよい。更に、方法１２
００の実施形態は、図１、２、３、４Ａ〜４Ｑ、５Ａ〜５Ｇ、及び６Ａ〜６Ｅのうちのい
ずれかの部分または全ての部分と併せて、かつ／あるいは本開示の他の節に記載される任
意の数の特色及び／または技法と併せて動作し得る。
【０３７４】
上記の見地から、例えば、制御及び他の処理が多かれ少なかれ中心的に実施されていた
集中型プロセス制御システムから、制御及び他の処理がプラント全体にわたる複数のコン
トローラ中に分散された次世代分散型制御システム（ＤＣＳ）への経時的な発展をよく知
る者ならば、本明細書に記載される新規Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ

Ｓｙｓｔｅｍ（ＤＡＳ）１００及び関連付けられる工業プロセスパフォーマンス監視及び
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分析方法、デバイス、装置、構成要素、及び技法が、プロセス制御パフォーマンス監視及
び分析の次世代への同様の飛躍を提供することを認識するであろう。例えば、プロセス制
御システムのオペレータワークステーションにおいて、分析設備においてオフラインで、
あるいは初歩的分析ツールを用いることによる、標的を決め、焦点を絞った分析を実施す
るのではなく、本明細書に開示される分散型分析システム１００、ならびに関連付けられ
る方法、デバイス、装置、構成要素、及び技法は、プロセスプラントの現在のオペレーシ
ョンに関する記述、予測、及び規定が恒常的に利用可能であるように、分散型制御システ
ムの様式と同様の様式で、プラント全体にわたり、更には企業及び／またはエンタープラ
イズのレベルにおける包括的パフォーマンス監視及びリアルタイム分析を可能にする（例
えば、図２Ｂを参照）。加えて、ＤＡＳ１００のモジュール式の分散型アーキテクチャは

40

、プロセスプラント及び／またはプロセス制御システムのデータソースに対して所望され
るほど近い、あるいはそこから所望されるほど遠く離れた、パフォーマンス及び分析機能
の埋め込みを可能にし、更なるＤＤＥ１０２ｘをＤＡＳ１００に対して所望される通りに
、あるいは所望されるときに追加することを可能にする（例えば、よりローカライズされ
た処理馬力のため、プラント５の特定の領域またはロケーションにおいて分析を提供する
ため、プラント５が拡張される場合等）。更に、上で説明された通り、ＤＡＳ１００は、
データモジュールの設計、定義、展開、及び監視を、それらが実行されている環境及びプ
ラットフォームから分割または分離させ、それによって、分析及びデータモジュール／モ
デルのコーディング及びコンパイルについて心配する必要性からデータエンジニアまたは
ユーザを完全に開放する。なおも更に、この分離は、より高い柔軟性、及び異なるターゲ
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ット環境に対するシームレスな移行を可能にする。
【０３７５】
ソフトウェアに実装される場合、本明細書に記載されるアプリケーション、サービス、
及びエンジンは、磁気ディスク、レーザディスク、固体メモリデバイス、分子メモリスト
レージデバイス、または他の記憶媒体、コンピュータもしくはプロセッサのＲＡＭもしく
はＲＯＭ等の、任意の有形の、非一時的コンピュータ可読メモリに記録され得る。本明細
書に開示される例示的システムは、他の構成要素の中でも、ハードウェア上で実行される
ソフトウェア及び／またはファームウェアを含むように開示されているが、そのようなシ
ステムは単に例示的であるに過ぎず、限定的であると見なされるべきではないことに留意
されたい。例えば、これらのハードウェア、ソフトウェア、及びファームウェア構成要素
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のうちのいずれかまたは全てが、ハードウェアにのみ、ソフトウェアにのみ、あるいはハ
ードウェア及びソフトウェアの任意の組み合わせで、埋め込まれ得ることが企図される。
したがって、本明細書に記載される例示的システムは、１つ以上のコンピュータデバイス
のプロセッサにおいて実行されるソフトウェアに実装されるように記載されているが、当
業者ならば、提供される例が、そのようなシステムを実装するための唯一の方法であるわ
けではないことを容易に理解するであろう。
【０３７６】
したがって、本発明は具体的な例に関して記載されてきたが、これらの例は例証的であ
る過ぎず、本発明の限定であることを意図せず、変更、追加、または削除が、本発明の趣
旨及び範囲から逸脱することなく、開示される実施形態に対して行われ得ることが当業者
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には明らかであろう。
【０３７７】
任意の具体的な実施形態の特定の特色、構造、及び／または特性は、他の特色の対応す
る使用を伴う、または伴わない選択された特色の使用を含む、任意の好適な様式で、かつ
／あるいは１つ及び／またはそれ以上の他の実施形態との任意の好適な組み合わせで、組
み合わせてもよい。加えて、本発明の本質的な範囲または趣旨に対して、特定の用途、状
況、及び／または材料を適合させるように、多くの修正がなされてもよい。本明細書に記
載及び／または例証された本発明の実施形態の他の変形及び／または修正が、本明細書の
教示の観点から可能であり、本発明の趣旨または範囲の一部としてみなされるべきことを
理解されたい。本発明のある特定の態様は、例示的態様として本明細書に記載されている
。
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