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明 細 苫

遠隔監視・診断システム

技術分野

０００1 本発明は、多数の監視対象を監視・診断する遠隔監視・診断システムに関する。

背景技術

０００2 従来、遠隔地の監視対象を監視し制御する遠隔監視・診断システムとしては、様々

な遠隔監視方法を取り入れた技術が開発され、既に提案されている。以下、従来の

幾つかの遠隔監視・診断システムについて説明する。

０００3 つの遠隔監視・診断システムは、遠隔逆用・遠隔保守を実施するための電力系統

保護制御システムであって、監視対象のコントローうと遠隔監視センタがイントラネット

により接続され、 言語で作成されたホームページを利用して監視する方法で

ある (例えば、非特許文献 ～3を参照 )。

０００4 また、他の遠隔監視・診断システムは、遠隔監視拠点とブラント制御システムと監視

対象ブラントとからなり、遠隔監視拠点が搭載する監視・診断プログラムとブラント制

御システムが搭載するブラント制御プログラムとが互いに連携を取りつつ、遠隔監視

拠点の監視・診断プログラムがブラント制御システムから送られてくるデータに某づい

て、ブラントの監視・診断を行ぅ構成である (例えば、特許文献 を参照 )。

０００5 さらに、他の遠隔監視・診断システムとしては、複数の発電ブラントを遠隔地から監

視・診断・保全するシステムがある (例えば、特許文献2を参照 )。

０００6 さらに、もぅ つの遠隔監視・診断システムは、各監視対象の負荷状況を考慮した監

視・診断ソフトの更新を行ぅことにより、周期的に繰り返し実行される複数の監視対象

の監視によるシステムへの負荷の影響を極カ少なくするスケジューリング方法である (

例えば、特許文献3を参照 )。

非特許文献 1 : 「変革を遂げる電力系統監視制御・保護システム」、津久井良一、増田

文雄，鈴木邦明著、東芝レビュー、 o 54 ・6、26～29頁、 999

非特許文献2 : 「イントラネット応用電力系統監視制御システム」、長谷川義朗，江幡

良雄，林秀樹著、東芝レビュー、 o 54 ・6、3０～33頁、 999



非特許文献3 : 「電力系統保護制御システムへのイントラネット技術適用」、関口勝彦

，竹中章二，白田義博著、東芝レビュー、 o 5 4 ・6 、3 4 ～3 7 頁、 999

特許文献 1 : 特許第362 935 号

特許文献2 : 特開2 ００3 4294 号

特許文献3 : 特開2 ００ 号

発明の開示

０００7 以上のよぅな遠隔監視・診断システムのぅち、非特許文献 ～3 及び特許文献 ，2

に記載されるシステムは、監視対象が電力系統などのブラントを対象としており、また

、イントラネットによるデータ通信を主としている。また、特許文献3 に記載されるシス

テムは、各監視対象の負荷状況を考慮した監視・診断ソフトの更新に関する提案が

なされているが、多数の監視対象が存在する場合、多数の監視対象を含む全体シス

テムとしての最適な監視・診断ソフトの更新を行ぅことは非常に難しい。

０００8 また、遠隔監視・診断ソフトの更新・変史要求に関しては、様々なものが考えられて

いるが、多数の監視対象を考慮した具体的な更新技術については明確に記載され

ていない。その結果、以上のよぅなシステムでは、次のよぅな種々の問題が指摘され

ている。

０００9 ( ) 監視・診断ソフトの事前検証が困難である。

００1０ ( 2 ) 様々な監視・診断ソフトの更新トリガへの対応が困難である。

００1 1 (3) 多数の監視対象が接続されている場合、それら各監視対象への監視・診断ソフト

の更新が難しい。

００1 2 そこで、本発明の目的は、監視・診断ソフトの事前検証を可能とし、様々に更新トリ

ガに対応可能とし、また、多数の監視対象が接続されている場合でも効率的に監視・

診断ソフトを更新可能とする遠隔監視・診断システムを提供することにある。

００1 3 本発明の観点に係る遠隔監視・診断システムは、中央側処理系と監視対象を監視

、診断する複数の監視処理系とが通信ネットワークで接続され、各監視対象の監視・

診断を行ぅ遠隔監視・診断システムであって、

前記中央側処理系は、前記監視対象に関連するデータ及び仕様を分析し、当該

監視対象の監視・診断アルゴリズムを作成する第 のアルゴリズム作成手段と、この作



成された監視・診断アルゴリズムのもとに、前記監視対象を監視・診断するための監

視・診断ソフトを作成するソフト作成手段と、この作成された監視・診断ソフトを前記監

視処理系に伝送する際の伝送スケジュールを作成する伝送スケジュール作成手段と

、この伝送スケジュールに従って前記監視・診断ソフトを必要とする前記監視処理系

に前記通信ネットヮ一クを通して伝送する伝送手段と、前記監視処理系から監視・診

断ソフトの実行結果である前記監視対象の監視データ及び診断結果を受信する受

信手段と、この受信手段で受信された監視データ及び診断結果を受け取り、前記監

視・診断ソフトの実行結果を確認し修正変更する第2のアルゴリズム作成手段とを備

え、

前記各監視処理系は、前記伝送手段から伝送されてくる監視・診断ソフトを受信す

る受信手段と、この受信された監視・診断ソフトを実行するソフト実行処理手段と、こ

のソフト実行処理手段による実行結果である前記監視対象の監視データ及び診断

結果を前記通信ネットヮ一クを介して前記中央側処理系に送信する送信手段とを備

えた構成である。

００14 本発明の第2の観点に係る遠隔監視・診断システムは、前記中央側処理系の構成

に新たに、前記ソフト作成手段で作成された監視・診断ソフトを前記各監視処理系に

伝送する前に事前に、前記中央側処理系内でシミュレーションによって検証するか、

あるいは通信ネットヮ一クに接続されるテスト用口一かレ監視対象実機を用いて検証

し、前記各監視処理系に対して適正な監視・診断ソフトを伝送可能とする検証処理

手段を設けた構成である。

００15 本発明の第3の観点に係る遠隔監視・診断システムは、前記中央側処理系の構成

に新たに、少なくとも下記の何れか つの条件のもとに監視・診断ソフトの更新要求を

受付けたとき、更新トリガを発生する更新トリガ発生手段と、この更新トリガを受けたと

き、ソフト史新用のアルゴリズムを作成する前記第 のアルゴリズム作成手段に代る更

新トリガ対応アルゴリズム作成手段とを設けた構成である。

００16 本発明の第4の観点に係るに係る遠隔監視・診断システムは、前記中央側処理系

の構成に新たに、多数の前記監視処理系が前記通信ネットヮ一クに接続されている

場合、各監視対象側監視処理系の負荷状況や停止時間等を考慮し、前記監視・診



断ソフトの更新タイミングを作成し、前記伝送手段を介して当該各監視対象側監視処

理系へ伝送する前記伝送スケジュール作成手段に代る負荷考慮型伝送スケジュー

ル作成手段を設け、

また、前記各監視対象側監視処理系としては、前記中央側処理系から前記通信ネ

ットワークを介して伝送されてくる監視・診断ソフトを前記受信手段を通して受け取り、

前記監視・診断ソフトの更新タイミングをもとに前記ソフト実行処理手段に対して監視

・診断ソフトを更新するソフト更新処理手段をさらに設けた構成である。

図面の簡単な説明

００17 図 図 は、本発明の第 の実施形態に係る遠隔監視・診断システムの構成図であ

る。

図2 図2は、本発明の第2の実施形態に係る遠隔監視・診断システムの構成図であ

る。

図3 図3は、本発明の第3の実施形態に係る遠隔監視・診断システムの構成図であ

る。

図4 図4は、本発明に各実施形態に係る遠隔監視・診断システムを実現するための

ハードウェア構成の一例を示す図である。

図5 図5は、本発明の第4の実施形態に係る遠隔監視・診断システムの構成図であ

る。

図6 図6は、本発明の第5の実施形態に係る遠隔監視・診断システムの構成図であ

る。

図7 図7は、本発明の第6の実施形態に係る遠隔監視・診断システムの構成図であ

る。

発明を実施するための最良の形態

００18 以下図面を参照して、本発明の各実施形態について説明する。

００19 (第 の実施形態 )

図 は第 の実施形態に係る遠隔監視・診断システムの構成図である。

００2０ この遠隔監視・診断システムは、中央センタの役割を持った中央側処理系 と、各

監視対象2の監視・診断を行ぅ監視対象側監視処理系 3 ，・‥とが通信ネットワーク



4で接続されている。

００2 1 中央側処理系 は、監視・診断ソフト用アルゴリズム作成部 と、監視・診断ソフト

作成部 2と、ソフト及びデータの受け渡しの某本べ一スとなるフラットフオーム 3と、

監視・診断ソフト実行処理部 4と、予防保全支援情報作成部 5と、予防保全最適化

処理部 6とが設けられている。

００22 監視・診断ソフト用アルゴリズム作成部 は、各監視対象の処理形態や各監視処

理系 3 ，・‥の処理能力に応じた監視、診断の手順等を規定するソースコードのア

ルゴリズムを作成する。そのためには、事前に各監視対象2に関するデータや仕様を

入手し、これら入手したデータや仕様に某づいて各監視対象2を監視及び診断する

監視アルゴリズム及び診断アルゴリズム (以下、監視・診断アルゴリズムと略称する)を

作成する。

００23 ここで、処理形態は各監視処理系 3 ，・‥による監視対象の処理内容や処理 目

的に依存して典なる。また、処理能力は各監視対象2を監視・診断する各監視処理

系 3 ，・‥の処理速度や回伝速度等の監視処理系 自体の能力に依存して典なる。

また、事前に入手する各監視対象2に関するデータの例としては、各監視対象2に設

置される各センザの計測値、指令値等が挙げられる。例えば監視対象2として電動機

が使用されている場合、その電動機に与えられる指令値と回伝数の計測値等が挙げ

られる。これらデータは、監視対象2から通信ネットヮ一ク4を介して送られてくるデー

タのケースや保守員が実際に現地に出向いて必要なデータを収集し、中央側処理

系 の計算機にアップロードもしくは手入力するケースもある。

００24 なお、中央側処理系 には、以上のよぅに監視対象2の必要なデータを確実に取り

込むために、ブラットフオーム 3が設けられている。

００25 事前に入手する各監視対象の仕様の例としては、各監視対象2に使用される部品

等の仕様である。例えば監視対2に電動機が使用される場合、その電動機の仕様等

である。

００26 監視に関するアルゴリズムに関しては、監視したいデータを分析し、必要であれば

フィルタリング処理を実施したり、監視対象2のデータに最適なフィルタを選択するこ

とにより、監視に最適なアルゴリズムを作成する。



００27 診断に関するアルゴリズムの例としては、例えば予め監視対象2の状態を表す監視

データ (例えばセンザ計測値、操作指令値) に対するしきい値を設定し、 種類もしく

は複数種類の監視データがしきい値を超えたとき、警報もしくは典常通報を表す診

断結果を出力するアルゴリズムが一例となる。複数種類の監視データを利用する場

合、各しきい値を用いて、監視データ判定用の式を作成することも考えられる。例え

ば複数種類の監視データが つのしきい値を超えたときに軽レベル典常、2つのしき

い値を超えたとき中レベル典常、3つ以上のしきい値を超えたとき重レベル典常等と

診断するごときである。

００28 さらに、監視対象2に操作を加える必要がある場合には、必要な操作手順を記述し

た操作用アルゴリズムを作成する。

００29 なお、アルゴリズムの作成方法としては、プログラム文法によるソースファイルやフロ

ーチャート形式で作成する。

００3０ また、監視・診断ソフト用アルゴリズム作成部 は、後記する監視・診断ソフト作成

部 2で作成された監視ソフト及び診断ソフト(以下、監視・診断ソフトと呼ぶ) の各監

視対象側監視処理系 3 ，・‥による実行結果である監視データや診断結果等のフ

ィードバックデータを取り込み、アルゴリズム作成者が対話形式を取りながら、作成さ

れた監視・診断ソフト用アルゴリズムを適宜修正・変更し、各監視対象2に最適な監視

・診断ソフト用アルゴリズムを作成する。

００3 1 監視・診断ソフト作成部 2は、監視・診断ソフト用アルゴリズム作成部 で作成され

た監視・診断用アルゴリズムのもとに、各監視対象側監視処理系 3 ，・‥にて動作

可能な監視・診断ソフトを作成する。

００32 監視・診断ソフトを作成するトリガとしては、以下のよぅなタイミングに某づいてソフト

を作成する。即ち、

(a) 監視・診断ソフト用アルゴリズム作成部 から監視・診断ソフト用のアルゴリズム

が送られてきたタイミングである。

００33 (b)監視・診断ソフト作成部 2や中央側処理系 自体にヒューマンインタフェース (

) が具備されている場合、ヒューマンインタフェースを介してソフト作成用トリガを受



００34 監視・診断ソフト作成部 2は、ヒューマンインタフェースを適してソフト作成用トリヵ
を受けたとき、監視・診断ソフト用アルコリスム作成部 に対してアルコリスム作成用

トリヵをかけ、必要とする監視用又は診断用アルコリスムの作成を促す。

００3 5 監視・診断ソフトとしては、各監視・診断用アルコリスムを実行するための純枠なプ

ロクラムソフトに、入カテータ (移動プロクラム等 ) を参昭するためのザフルーチン、各

監視処理系 3 ， か診断結果等を出力するためのザフルーチン、 Sなとの他の

プロクラムとやり取りするためのザフルーチン等を迫加することにより作成する。

００36 監視・診断用ソフトの出力形式としては、各監視対象2の監視処理系 3 ， て実

行可能なものてあれは、とのよぅな形式ても良い。例えはそのまま実行可能なプロク

ラムファイル、W。bぺ一シを作成する記述言語や oap ( mp e Ob ec access P o o

o ) に某ついて作成されたファイルてあってもよい。

００3 7 さらに、監視・診断ソフトを自律的な判断・実行機能を持たせたエーシェントとして作

成することも可能てある。エーシェントは、(イ) 自律的に移動・動作すること、(口)他の

エーシェントと庫携を取ることか可能てあること、(ハ )周りの変化に順応しつつ動作す

ることか可能てあること、(二) 自発的に作業を実施することか可能てある等の特徴を

有する。すなわち、エーシェントは、ユーザの首図を理解しつつ自律的な判断に某つ

いて所要の処理を実行する機能を持たせたものてあって、J (登録商標 )やX

、エーシェント問適信用言語 ( C )等を利用して作成する。

００38 しかし、監視・診断ソフトを利用する場合にはソフトを利用する実行環境か必要てあ

ると同様に、エーシェントを利用する場合には利用するエーシェントの実行環境を整

える必要かある。なお、監視診断ソフトをエーシェントとして利用する場合、監視用エ

ーシェント、診断用エーシェント、監視のために監視対象2を操作する操作用エーシ

ェントのよぅに、個別ソフトに分けて作成することも可能てある。

００39 ブラノトフオーム 3は、前述したよぅにソフトテータの受け渡しの某本へ一スとなる

機能を持つ部分てあって、監視・診断ソフト伝迭部 7と、監視・診断ソフト伝迭スケシ

ュール作成部 8と、監視対象清報受信部 9とて構成される。

００4０ 監視・診断ソフト伝迭部 7は、監視・診断ソフト作成部 2て作成された監視・診断

ソフトのぅち、監視対象側監視処理系 3 ， て必要とする処理内容を持ったソフト



に送信先識別データを付した状態で、通信ネットワーク4を介して必要な監視対象側

監視処理系 3 ，・‥に伝送する。

００4 1 通信ネットワーク4としては、インターネット、イントラネット、公衆回線等が用いられる

。通信ネットワーク4を利用してソフト、データを伝送する場合、例えば CP Pプロ

トコルやS Pプロトコルなどを使用して伝送する。

００42 監視・診断ソフト伝送部 7は、監視対象側監視処理系 3 ，・‥で必要とする監視

・診断ソフトを伝送するに当たり、監視・診断ソフト伝送スケジュール作成部 8で作成

された伝送スケジュールに従って監視・診断ソフトを伝送する。

００43 伝送スケジュールの一例としては、莫大な数の監視対象2，・‥が存在する場合、一

定間隔毎の伝送スケジュールを作成し、かつ、該当監視処理系例えば3 が確実

に受信したかの確認をとりつつ、伝送スケジュールにそって伝送するための指示を監

視・診断ソフト伝送部 7に送出する。これにより、監視・診断ソフト伝送部 7は伝送

時のェラ一を無くすことが可能となる。

００44 監視対象データ情報受信部 9は、監視・診断ソフト伝送部 7から所要のソフトを監

視処理系例えば3 に伝送し、当該監視処理系例えば3 からソフトの実行結果

である監視対象2の監視データ、診断結果 (フィードバックデータ) が返送されてくると

、その監視データ、診断結果を受信し、監視・診断ソフト実行処理部 4及び予防保

全支援情報作成部 5に送出する。

００45 監視・診断ソフト実行処理部 4は、監視・診断ソフト作成部 2で作成された監視・

診断ソフトのぅち、中央側処理系 自身で処理すべき処理内容を持った監視・診断ソ

フトを受け取り、監視データ、診断結果に対して史なる監視・診断を実行する。

００46 中央側処理系 で実施するソフトの一例としては、例えば つの監視対象側監視処

理系 3 ，・‥の監視、診断処理を補完するソフト、或いは複数の監視対象側監視処

理系 3 ，・‥から受け取るデータを考慮しつつ診断するソフトなどが挙げられる。

００47 また、監視・診断ソフト実行処理部 4は、監視対象側監視処理系 3 ，・‥から送

信されてくるデータをブラットフオーム 3の監視対象情報受信部 9を通して受け取り

、前記中央側処理系 で扱う監視・診断ソフトを用いて、監視及び診断を実行する。

００48 この監視・診断ソフト実行処理部 4は、各監視対象側監視処理系 3 ，・‥から送



られてくる監視・診断ソフトの実行による診断結果や監視テータを受信し、中央側処

理系 自身て処理されるへき内容を持った監視・診断ソフトを用いたシュミレーション

モテル等を用いて各監視対象側監視処理系 3 ， の処理能力不足を補完し、或

いは庫携関係にある複数の各監視対象側監視処理系 3 ， の状態を監視、診断

し、例えは診断結果や監視テータに某つき、既に管理保存中の類似性の高い過去

の診断結果や監視テータとを比較し、監視対象の構成部品の劣化や監視対象の能

力低下や軽・中・重レヘル典常等を見つけ出し、予防保全支援 清報作成部 5に迭

出する。

００49 この予防保全支援 清報作成部 5は、ブラノトフオーム 3の監視対象清報受信部

9から受け取る各監視対象側監視処理系 3 ， の診断結果及ひ監視テータと、

監視・診断ソフト実行部 4から得られる監視結果、監視テータのもとに、予防保全の

支援となる情報、例えは部品の点検、交換予側時期、さらに軽・中・重レヘル典常等

の警告か出たとき、そのレヘルに見合ぅ速やかな点検、交換予側時期等の予防保全

支援 情報を作成し、予防保全最適化処理部 6に迭出する。

００5０ 予防保全最適化処理部 6は、予防保全支援 清報作成部 5て作成された予防保

全支援 清報に某つき、マンマシンインタフェースを適して対話形式て予防保全計画

を作成する。例えは各月の予定表等に既に菩込み中の保守点検場所と重複しない
よぅに燗整したり、構成部品の劣化や監視対象の能力低下に某つき、点検周期を短

くしたり、過去の経験等から致命的な典常か発生する恐れかあるとき、咳当部品の交

換を促すメノセーシを出すなとてある。また、点検、交換予側時期を用いることにより

、その時点における最適な点検保守、部品交換計画を立てる。

００5 1 さらに、監視、診断を続けていくぅちに監視対象2の状態か変化していくことか多い

か、初期の計画ては最適な点検保守・部品交換かてきない可能性かあるか、時々刻

々変化していく状況を監視・診断することにより、劣化傾向か明確となり、あるいは性

能低下か顕著に現れてくるのて、最適な点検保守、部品交換の計画を作成すること

かてきる。

００5 2 吹に、各監視対象側監視処理系 3 ， においては、監視・診断ソフト受信部3

と、監視・診断ソフト実行処理部32と、監視処理結果用テータヘ一ス33と、監視対象



情報送信部34 とで構成される。

００5 3 監視・診断ソフト受信部3 は、監視・診断ソフト伝送部 7で扱ぅ通信プロトコルと同

一の通信プロトコルを用いて、通信監視・診断ソフト伝送部 7から通信ネットヮ一ク4

を介して伝送されてくる監視・診断ソフトを受信し、監視・診断ソフト実行処理部3 2に

送出する。

００5 4 監視・診断ソフト実行処理部3 2は、監視・診断ソフト受信部3 から受け取った監視

ソフトを実行し、監視対象2の監視データを取得して監視処理結果用データベース3

3に格納し、また診断ソフト実行し、データベース3 3に格納された監視対象2の監視

データの診断結果を取得する。

００5 5 監視・診断ソフトの実行に関しては、監視、診断ソフトがEXE (EXEC UTE) ファイル

等の実行ファイルの場合、そのファイルを実行する。

００5 6 また、監視・診断ソフト実行処理部3 2は、監視・診断ソフトがエージェントである場

合にはエージェント実行環境のもとに、監視・診断・操作用のエージェントを実行する

。各監視対象側監視処理系 3 ，・‥では、例えば監視、診断ソフトをエージェントで

作成されている場合、監視・診断・操作用のエージェントを実行するが、これらのエ一
、ジェントは次のよぅな作用を有する。

００5 7 (監視用エージェント)

監視用エージェントは、監視対象2の監視データを監視しつつ、中央側処理系 で

必要とするデータを監視対象情報送信部34 に通知する。監視対象情報送信部34

は、通知内容に某づき、監視処理結果用データベース3 3からデータを読み出し、通

信ネットヮ一ク4を介して中央側処理系 に送信する。

００5 8 (診断用エージェント)

診断用エージェントは、監視対象2の状態を診断する。診断用エージェントは、監

視処理結果用データベース3 3から監視対象2の監視データを取得し、監視対象2が

どのよぅな状況にあるかを診断する。予め監視対象の状態を表す監視データ (例えば

センザ計測値、操作指令値 ) に対するしきい値を設定し、 種類もしくは複数種類の

監視データがしきい値を超えたとき、警報もしくほ典常通報を表す診断結果を出力す

るアルゴリズムが一例となる。複数種類の監視データを利用する場合、各しきレ 直を



用いて、監視データ判定用の式を作成することも考えられる。例えば複数種類の監

視データが つのしきい値を超えたときに軽レベル典常、2つのしきい値を超えたとき

中レベル典常、3つ以上のしきい値を超えたとき重レベル典常等と診断するごときで

ある。

００59 (操作用エージェント)

操作用エージェントは、所定周期ごとに監視対象2の各センザの出力を取り込むた

めの指令を出したり、診断の目的や監視対象の動作改苦のために、自律的に監視

対象2の機能をテスト動作させたり、パラメータやしきい値を変更する指令を出力する

００6０ 前記監視処理結果用データベース33は、監視・診断ソフト実行処理部32からの命

令に某づいて、監視対象2との制御データ及び監視データのやり取りが可能な機能

を有する。監視処理結果用データベース33は予め定める期間分のデータを保持す

る。データの保持期間に関しては、取得データの種類や各監視対象側監視処理系3

，・‥の性能、監視・診断ソフトの要求仕様により決定される。

００6 1 監視処理結果用データベース33と監視対象2とのデータのやり取りは、 5232C

接続による伝送や S 接続、ネットワーク接続により実施できる。

００62 (システムの動作)

次に、以上のよぅな構成のシステムの動作について説明する。

００63 監視・診断ソフト用アルゴリズム作成部 から監視・診断用アルゴリズムが送られて

きたことをトリガとし、監視・診断ソフト作成部 2が監視・診断用アルゴリズムに某づい

て監視・診断ソフトを作成し、監視・診断ソフト伝送部 7に送出する。

００64 このとき、監視・診断ソフト伝送部 7は、監視、診断ソフトを伝送する際、伝送スケジ

ュールに従って監視、診断ソフトを所定の通信プロトコルにより通信ネットワーク4を介

して必要とする監視対象側監視処理系例えば3 に伝送する。

００65 また、監視対象側監視処理系例えば3 の監視・診断ソフト実行処理部32は、監

視・診断ソフト受信部3 で受信された監視・診断ソフトのもとに実行し、監視データ及

び診断結果を取得し、監視処理結果用データベース33に格納するとともに、診断結

果及び所定の周期ないし中央側処理系 の要求のもとに監視データの送信通知を



監視対象情報送信部34 に送る。監視対象情報送信部34は、通知内容に某づき、監

視処理結果用データベース33から診断結果及び必要な監視データを読み出し、通

信ネットワーク4を介して中央側処理系 宛に送信する。

００66 中央側処理系 の監視・診断ソフト実行処理部 4は、監視対象情報受信部 9で

受け取った現時点の各監視対象側監視処理系 3 ，・‥の監視結果、監視データを

受け取ると、監視・診断ソフト作成部 2から提供される中央側処理系 のみで必要と

する監視・診断ソフトを実行し、監視対象の状態変化、部品劣化の状態や典常のレ

ベル等を診断し、予防保全支援情報作成部 5に提供する。予防保全支援情報作成

部 5は、現時点の各監視対象側監視処理系 3 ，・‥の監視結果、監視データと監

視・診断ソフト実行処理部 4の実行結果のデータとを用いて、予防保全支援情報を

作成し、予防保全最適化処理部 6に送出する。

００67 予防保全最適化処理部 6は、予防保全支援情報のもとに、対話形式を取りながら

現時点にて最適な予防保計画を作成し、保守センタや部品配送センタに送信する。

００68 また、監視・診断ソフト用アルゴリズム作成部 は、必要に応じて例えばアルゴリズ

ム作成時または適宜な時期に、監視対象情報受信部 9で受信した各監視対象側監

視処理系 3 ，・‥の監視結果、監視データを取り込み、作成された監視・診断ソフト

用アルゴリズムの良否を確認し、適宜修正・変更を加えることにより、監視対象2にと

って最適な監視・診断ソフト用アルゴリズムを作成する。

００69 従って、以上のよぅな実施形態によれば、中央側処理系 において、各監視対象側

監視処理系 3 ，・‥の制御対象2の処理形態や各監視対象側監視処理系 3

…自身の，処理能力に応じた監視・診断ソフトを作成し、各監視対象側監視処理系 3

，・‥に伝送するので、多数の監視対象が接続されている場合でも、個々の監視

対象2を監視、診断する監視対象側監視処理系 3 ，・‥に十分対応でき、また、監

視対象側監視処理系 3 ，・‥の監視・診断ソフトの更新が比較的容易に行ぅことが

できる。

００7０ また、中央側処理系 から監視・診断ソフトを伝送する際、中央側処理系 の伝送ス

ケジュールに墓づき、ソフト伝送の成功、不成功を確認することにより、監視・診断ソ

フトを必要とする監視対象側監視処理系 3 ，・‥に確実に提供できる。



００7 1 さらに、監視・診断ソフト実行処理部 4は、各監視対象側監視処理系 3 ，・‥の

監視結果、監視データを受け取ると、監視・診断ソフト作成部 2から提供される監視

・診断ソフトを実行し、監視対象の状態変化、部品劣化の状態や典常のレベル等を

診断し、予防保全支援情報作成部 5に提供するので、適切な予防保全支援情報を

作成し、最適な予防保全計画を作成できる。

００72 さらに、監視・診断ソフト用アルゴリズム作成部 としては、例えばアルゴリズム作成

時または適宜な時期に、監視対象情報受信部 9で受信した各監視対象側監視処

理系 3 ，・‥の監視結果、監視データを取り込み、監視・診断ソフト用アルゴリズム

の良否を確認できるので、監視対象2にとって最適な監視・診断ソフト用アルゴリズム

を作成できる。

００73 なお、中央側処理系 は、複数の監視対象2，・‥がほぼ同じ監視・診断を行ぅ場合

には、同一の処理内容を持つ監視・診断ソフトを作成し、それら複数の監視対象2，
…に一斉に監視・診断ソフトを伝送するものである。以下、各実施の形態においても

同様である。

００74 (第2の実施形態 )

図2は、第2の実施形態に係る遠隔監視・診断システムの構成図である。

００75 この遠隔監視・診断システムは、中央センタの役割を持った中央側処理系 と、各

監視対象2の監視・診断を行ぅ監視対象側監視処理系 3 ，・‥とが通信ネットワーク

4で接続されている点で、実施の形態 と同様である。

００76 本実施形態において、特に典なるところは、中央側処理系 のブラットフオーム 3a

にある。従って、ブラットフオーム 3aを除く他の構成は、第 の実施形態と同様の構

成であるので、その説明を省略する。

００77 ブラットフオーム 3aは、前述したよぅに監視・診断ソフト伝送部 7、監視・診断ソフト

伝送スケジュール作成部 8及び監視対象情報受信部 9の他、ソフトバージョン管

理部2０及びデータベース管理部2 が設けられている。

００78 ソフトバージョン管理部2０は、監視、診断ソフト伝送部 7から監視・診断ソフトを伝

送する際、その伝送されたソフトの管理を行ぅ。管理の一例としては、既に伝送済み

のソフトとは典なる新たなソフト名、ソフトの改定内容を伴ぅバージョン、伝送先である



相手側の監視対象機器を特定する番号 ( 等)を対とし、各監視対象2及び伝送さ

れた監視・診断ソフトのバージョンが把握可能となるように管理する。これにより、各監

視対象2の監視・診断ソフトのバージョンを管理できることから、監視対象側監視処理

系 3 ，・‥と相互に通信することにより、ソフトバージョンを確認することで、ソフト伝

送の際の成功、不成功の確認が可能となる。

００79 データベース管理部2 は、監視対象情報受信部 9で受信された各監視対象側

監視処理系 3 ，・‥の診断結果、監視データ等の情報を一定期間にわたって保存

する役割を持っている。保存する期間は、中央側処理系 の計算機の性能、監視対

象2の数、監視項 目の数、診断項 目の数等により決定する。

００8０ (システムの動作 )

次に、以上のよぅなシステムの動作について説明する。

００8 1 監視・診断ソフト用アルゴリズム作成部 から監視・診断用アルゴリズムが送られて

きたことをトリガとし、監視・診断ソフト作成部 2が監視・診断用アルゴリズムに某づい

て監視・診断ソフトを作成し、監視・診断ソフト伝送部 7に送出する。

００82 このとき、監視・診断ソフト伝送部 7は、監視・診断ソフトを伝送する際、ソフトバー

ジョン管理部2０に対して、新たなソフト名、ソフトの改定内容を伴ぅバージョン、伝送

先である相手側の監視対象機器を特定する番号 ( 等)を対として格納した後、伝

送スケジュールに従って監視・診断ソフトを所定の通信プロトコルによりソフトを必要と

する監視対象側監視処理系例えば3 に伝送する。

００83 また、監視対象側監視処理系例えば3 の監視・診断ソフト実行処理部32は、監

視・診断ソフト受信部3 で受信された監視・診断ソフトのもとに実行し、監視データ及

び診断結果を取得し、監視処理結果用データベース3 3に格納するとともに、診断結

果及び所定の周期ないし中央側処理系 の要求のもとに監視データの送信通知を

監視対象情報送信部34 に送る。監視対象情報送信部34は、通知内容に某づき、監

視処理結果用データベース33から診断結果及び必要な監視データを読み出し、通

信ネットワーク4を介して中央側処理系 宛に送信する。

００84 中央側処理系 の監視対象情報受信部 9は各監視対象側監視処理系 3 ，・

から送られてくる診断結果及び必要な監視データを受信すると、データベース管理



部2 に一定期間にわたって保存し、必要に応じて中央側処理系 の構成部から提

供要請を受けたとき、データベース管理部2 から読み出し、要請元に提供する。

００85 また、監視・診断ソフト用アルゴリズム作成部 においては、各監視対象側監視処

理系 3 ，・‥からのフィードバックデータである診断結果及び監視データを取り込み

、監視・診断ソフトの修正・変更等を行いつつ、該当監視対象2の監視、診断に最適

な監視・診断ソフトを作成することができる。

００86 従って、以上のよぅな実施形態によれば、第 の実施形態と同様の効果を奏する他

、中央側処理系 にて監視・診断ソフトのバージョン管理を行ぅことにより、監視・診断

ソフトの誤伝送を無くして伝送先に確実に監視・診断ソフトを提供できる。

００87 また、中央側処理系 の監視対象情報受信部 9は各監視対象側監視処理系 3

，・‥から送られてくる診断結果及び必要な監視データをデータベース管理部2 に

一定期間保存し、必要なときに要請元に提供するので、例えば監視・診断ソフト実行

処理 4は、同一の監視対象2に関するデータと各監視対象側監視処理系 3 ，・

から受け取る現時点のデータとを比較しつつ、監視対象2の変化の推移や劣化の進

行状況を診断でき、また典常時の適切なレベルを診断でき、より精度の高い診断結

果等を予防保全支援情報作成部 5に提供できる。

００88 (第3の実施形態 )

図3は、第3の実施形態に係る遠隔監視・診断システムの構成図である。

００89 この遠隔監視・診断システムは、中央センタの役割を持った中央側処理系 と、各

監視対象2の監視・診断を行ぅ監視対象側監視処理系 3 ，・‥とが通信ネットワーク

4で接続されている。

００9０ 中央側処理系 は、図2に示す全部の構成要素 ～2 の他、新たに監視・診断ソ

フト作成部 2に監視・診断ソフト検証処理部22を付加した構成である。従って、図3

に示す中央側処理系 の構成要素 ～2 は、第 及び2の各実施形態と同様のた

め説明を省略する。

００9 1 一方、各監視対象側監視処理系 3 ，・‥は、図 ，図2に示す全部の構成要素3

～34の他、新たに監視・診断ソフト自動検証処理部3 5が設けられている。従って、

図3に示す構成要素3 ～34は、第 及び2の各実施形態と同様のため説明を省略



する。

００92 監視・診断ソフト検証処理部22は、監視・診断ソフト作成部 2で作成された監視・

診断ソフトの検証処理を行ぅ。すなわち、監視・診断ソフト検証処理部22は、予め実

装されるシュミレーションモデルを実装し、監視・診断ソフト作成部 2から監視・診断

ソフトを受け取り、仮想的に監視・診断ソフトを適用し、その実行結果を評価すること

により、検証を行ぅ。この検証には、予め想定されるケース及び実行結果を準備して

おき、作成された監視・診断ソフトの実行結果とを比較し、評価することにより検証を
，一，
何っ。

００93 なお、この際、シュミレーションモデルとしては、監視対象2と同等のハードモデル又

は監視対象2のザイズ縮小モデル、またはソフトシュミレーションソフトを用いることで

実現できる。

００94 また、監視・診断ソフト検証処理部22は、通信ネットワーク4を介して各監視対象側

監視処理系 3 ，・‥の出カデータや予めネットワーク上に接続されるシミュレーショ

ンモデル群となる試作のテスト用口一かレ監視対象実機36を用いて、仮想的に監視

・診断ソフトを実行し、検証を行ぅことも可能である。

００95 そして、監視・診断ソフト検証処理部22において、検証が終了した監視・診断ソフト

は、監視・診断ソフト作成部 2から監視・診断ソフト伝送部 7を介して監視対象側監

視処理系 3 ，・‥に送られ、監視対象2に対して実行される。

００96 一方、各監視対象側監視処理系 3 ，・‥の監視・診断ソフト自動検証処理部3 5

は、監視・診断ソフト実行処理部32で実行されている監視・診断ソフトの実行状況か

ら、監視・診断ソフトが正常に動作しているかどぅかを自動検証する。

００97 自動検証の例としては、監視・診断ソフト自動検証処理部3 5が例えば仮想的にテ

スト用信号を、監視・診断ソフト実行処理部32に送信し、監視・診断ソフトの処理状況

を確認するとか、監視・診断ソフトのプログラムザイズの監視を実施することにより、想、

定外の誤動作、ソフトの改ざん、通常処理と典なる処理結果となるか否かを自動検証

する。

００98 監視・診断ソフト自動検証処理部3 5ほ、監視・診断ソフトが典常であるど判断すると

、監視・診断ソフトを停止し、これら監視・診断ソフトの口一ルバックなど、監視・診断ソ



フトが正常に実施されるよぅな処理を行ぅ。また、監視・診断ソフト自動検証処理部3 5

による検証結果は、監視対象情報送信部34に送られ、中央側処理系 の監視対象

情報受信部 9を介してデータベース管理部2 に格納し、必要なときに読み出して

検証結果を把握可能とする。

００99 従って、以上のよぅな実施形態によれば、前述した第 及び2の各実施形態と同様

な効果を奏する他、監視・診断ソフト作成部 2で作成された監視・診断ソフトが監視・

診断ソフト検証処理部22によりシミュレーションモデルで検証し、或いはネットワーク4

上の口一かレ監視対象実機である監視・診断ソフト検証装置36により、正常に動作し

ているかどぅかを自動検証するので、一定の評価が得られた品質の監視・診断ソフト

を各監視対象側監視処理系 3 ，・‥に提供できる。

０1００ また、各監視対象側監視処理系 3 ，・‥に設けられた監視・診断ソフト自動検証

処理部3 5は、テスト用信号を監視・診断ソフト実行処理部32に送出し、監視・診断ソ

フト実行処理部32による監視・診断ソフトの実行結果を監視し、典常時に正常な監

視・診断ソフトの実施を促すことできる。

０1０1 (ハードウェア構成)

図4は、前述した各実施形態を実現するためのハードウェア構成を示す図である。

０1０2 中央側処理系 には中央側計算機 5 が設置される。この中央側計算機 5 は、各

種のアルゴリズムやソフトを作成するためのデータその他必要な制御指示を入力する

入力手段、所定の処理を実行する処理フローを格納する記憶媒体、この記憶媒体に

格納される処理フローに従って所定の機能を実現する P 、メモり、通信手段が設

けられている。 P により実現する機能部としては、監視・診断ソフト用アルゴリズム

作成部 、監視・診断ソフト作成部 2、監視・診断ソフト実行処理部 3、予防保全

支援情報作成部 6、予防保全最適化処理部 6、監視・診断ソフト検証処理部22が

挙げられる。メモりは、ソフトバージョン管理部2０及びデータベース管理部2 等を構

成するデータベースとしての役割を有する。通信手段には、ブラットフオーム 3 3a

等に含む各構成部 7～9が設けられる。

０1０3 各監視対象側監視処理系 3 ，・‥には、監視対象2によって典なる各種の監視処

理計算機 52の他、監視・診断ソフト検証機能を有する監視処理計算機 52aが設置さ



れている。例えばザーバレベルの計算機、ノート ベルの計算機、ボードコンピュ
ータレベルのものが用いられる。

０1０4 この監視処理計算機 52 52a には、通信手段、 P 、ソフト実行結果のデータ等

を格納するメモり、監視・診断ソフトを格納する記憶媒体の他、マンマシンインタフェ
ース機能を持ったコンソール等で構成される。通信手段には、監視・診断ソフト受信

部3 、監視対象情報送信部34等が設けられる。 P としては、機能的には、監視・

診断ソフト実行処理部32や監視・診断ソフト自動検証処理部3 5を実現する。メモりに

は、監視処理結果用データベース33が設けられる。

０1０5 なお、図4に示すハードウェア構成は、以下に説明する各実施形態でも同様に適

用されることは吉ぅまでもない。

０1０6 (第4の実施形態 )

図5は、第4の実施形態に係る遠隔監視・診断システムの構成図である。

０1０7 この遠隔監視・診断システムは、中央側処理系 と各監視対象側監視処理系 3

，・‥とが通信ネットワーク4で接続されている。

０1０8 中央側処理系 は、図 ～図3と同様な構成要素 ～22の他、新たに監視・診断

ソフト史新トリガ発生部23及び前述する監視・診断ソフト用アルゴリズム作成部 に

相当する更新トリガ対応監視・診断ソフト用アルゴリズム作成部24が設けられている。

よって、図5に示す構成要素 ～22については、第 から第3の実施形態と同様の

ため説明を省略する。

０1０9 各監視対象側監視処理系 3 ，・‥は、同じく図 ～図3と同様の構成要素3 ～3

5の他、新たに監視・診断ソフト史新トリガ発生部3 7が設けられている。よって、図5に

示す構成要素3 ～3 5は、第 から第3の実施形態と同様のため説明を省略する。

０11０ 前記中央側処理系 の監視・診断ソフト史新トリガ発生部23は、人為的な判断や監

視対象側からの更新要請に某づき、監視・診断ソフトの更新が必要と判断されたとき

、監視・診断ソフトの更新トリガを発生する機能を有する。

０111 監視・診断ソフトの更新が必要と判断されるケースとしては、以下のよぅな場合があ

る。

０112 ( )新しい診断方法が開発された場合である。



０113 ( 2)監視対象2の保守実績から更新が必要と判断された場合である。

０114 ( 3)監視項 目や診断項 目が増減した場合である。

０115 監視・診断ソフト史新トリガ発生部23は、前記 ・～ 3のよぅなケースが生じたとき、

オペレータがマンマシンインタフェースを介して操作指示を入力し、監視、診断ソフト

の更新用トリガを発生する。

０116 更新トリガ対応監視・診断ソフト用アルゴリズム作成部24は、監視・診断ソフト史新ト

リガ発生部23から監視、診断ソフトの更新用トリガを受けたとき、該当監視対象2に対

応する監視対象側監視処理系例えば3 の監視・診断ソフト用アルゴリズムを作成

し、監視・診断ソフト作成部 2に送出する。

０117 一方、各監視対象側監視処理系 3 ，・‥の監視・診断ソフト史新トリガ発生部

は、実際に監視・診断ソフトを実行している状況下にあって、ソフトの更新が必要であ

るど判断された場合にソフト史新のトリガ信号を発生させる。ソフトの更新が必要とす

るケースとしては、例えば監視・診断ソフト自動検証処理部3 5にて作成され監視対象

側の検証結果や監視・診断ソフト実行処理部3 2にて作成された監視対象側の診断

結果、監視処理結果用データベース3 3から得られた監視対象2の監視データをもと

に、監視・診断ソフトの更新の必要性を評価する。

０118 監視対象側の監視・診断ソフトの更新を必要とする具体的なケースとしては、次のよ

ぅな場合が挙げられる。

０119 ( ) 監視・診断ソフトの実行による監視対象2の診断結果から更新が必要と判断さ

れた場合である。

０12０ ( 2)一定期間の監視データから、監視対象の経年変化などが原因でソフト史新が

必要と判断された場合である。

０12 1 ( 3)監視・診断ソフトの自動検証結果から更新が必要と判断された場合である。

０122 従って、本実施形態では、以上のよぅなケースに某づいて、監視・診断ソフト史新ト

リガ発生部3 7や監視・診断ソフト史新トリガ発生部23から更新トリガ信号が発生する

と、この更新トリガ信号は、直接又は通信ネットワーク4を通して更新トリガ対応監視・

診断ソフト用アルゴリズム作成部24に送信される。

０123 更新トリガ対応監視・診断ソフト用アルゴリズム作成部24は、監視・診断ソフトの史



新トリガを受け取ったとき、前述した監視・診断ソフト用アルゴリズム作成部 に相当

する監視・診断用アルゴリズムを作成する。

０124 このアルゴリズムの作成例としては、前述した更新のケースに応じて次のような各種

０125 ( )新しい診断方法が開発された場合

統計手法やデータマイニング手法等の技術向上によって新しい診断方法が開発さ

れた場合、それらの技術を用いた診断方法を適用するためにソフトを更新する。これ

によって、より診断性能を向上させることができる。

０126 ( 2)監視対象2の保守実績から更新する必要があると判断された場合

例えば定期的な保守実績から監視・診断ソフトの診断結果が十分に対応していな

いと判断されたとき、ソフトの調整ないし更新を実施する。例えば監視・診断ソフトの

診断結果では、故障の確率が低く出ているが、実際に故障するケースが増えてきた

場合等である。また、診断性能または調整が悪いとか、現状に合っていない場合、新

しい監視データのもとに監視・診断ソフトのパラメータ等の調整要素を再調整するた

めに、監視・診断ソフトの更新を行ぅ。

０127 ( 3)監視項 目や診断項 目が増減した場合

新規保守ザ一ビスの迫加などにより、診断したい項 目が増加したり、監視対象2に

新たなセンザが設置され、監視する項 目が増えた場合、それらの項 目増加に対応さ

せるためにソフトを更新する。また、監視対象2の設計仕様において、新しい設計仕

様を利用する場合には、その仕様に対応するためにソフトを更新する。また、監視項

目が増加した場合、従来採用できなかった診断アルゴリズムが採用可能となるので、

この場合には新しい診断アルゴリズムへの更新が必要になる

さらに、エージェントを採用する場合、診断項 目毎に専用の診断工一ジェントを作

成する形式とした場合、新しく増加した診断項 目専用の診断用エージェントを作成し

、迫加する。

０128 ここで、前述のよぅな場合に、監視・診断ソフトの更新を行なぅ。

０129 ) 監視・診断ソフトの実行による監視対象2の診断結果から更新が必要と判断さ

れた場合



例えば監視対象2に対する監視・診断ソフトの診断結果から、診断のしきい値の設

定が甘いなどの理由でアラームが頻繁に発生する場合等のごとき、監視・診断ソフト

の調整が必要と判断された場合にはソフトの更新を行ぅ。また、現在使用中の監視・

診断ソフトの診断性能や調整が悪いか、もしくは現状の監視対象2と合っていない場

合、新しい監視データを用いて、新しい監視データのもとに監視・診断ソフトのパラメ

ータ等の調整要素を再調整するために、監視・診断ソフトの更新を行ぅ。

０13０ 2)一定期間の監視データから、監視対象の経年変化などが原因でソフト史新が

必要と判断された場合

経年変化や環境の変化に伴い、センザの計測値を利用して監視データや診断結

果等を取得する際、新たな前処理もしくは現状とは別の高度な前処理が必要となっ
たとき、ソフトを更新する必要がある。一例としては、監視対象2の監視項 目において

、ノイズを含れ時系列的な計測値を取り込れ場合、システム設置当初に監視・診断ソ

フト内にフィルタ機能 (最も簡単なものは移動平均等 ) を含める。通常、ノイズを含れ

時系列的な計測値であっても、ノイズの傾向が変化しないときにはそのまま利用可能

である。

０13 1 しかし、経年変化やノイズ発生原因要素 (電源等 ) が新たに発生する等により、ノイ

ズの傾向が大きく変化した場合、当初採用したフィルタではノイズの影響を削除でき

ない場合が出てくる。

０132 そこで、適宜な時期にフィルタの高度化 (例えばフィルタの係数を調整したり、適応

フィルタの高度なフィルタへの置換え等 ) を図るためにソフトを更新する。

０133 また、外的要因によりノイズが増加し、監視・診断ソフトの性能が劣化した場合、監

視・診断ソフトの性能を向上させるために監視・診断ソフトの更新を行ぅ。

０134 ( 3)監視・診断ソフトの自動検証結果から更新が必要と判断した場合

監視・診断ソフト自動検証処理部3 5の検証結果において、監視・診断ソフトが典常

であるとする結果が得られたとき、同じバージョンの監視・診断ソフトを送信したり、解

析の結果、バグがあると判明したとき、バグを除去したバージョンの監視・診断ソフトに

更新 (置換え)する。

０135 従って、以上のよぅな実施形態によれば、前述した第 から第3の実施形態と同様の



効果を奏する他、中央側処理系 及び各監視対象側監視処理系 3 ，・‥にそれぞ

れ監視・診断更新トリガ発生機能を設け、所定の条件のもとに発生する監視・診断更

新トリガを受付けることにより、比較的容易に監視・診断ソフトの更新を行ぅことができ

る。これにより、監視対象の監視・診断能カアップに即座に対応でき、また監視対象

の経年変化や環境変化に応じて一定品質の監視及び診断を実施するために監視・

診断ソフトの更新が行ぅことができる。

０136 (第5の実施形態 )

図6は、第5の実施形態に係る遠隔監視・診断システムの構成図である。

０137 この遠隔監視・診断システムは、中央側処理系 と各監視対象側監視処理系 3

，・‥とが通信ネットヮ一ク4で接続されている。

０138 中央側処理系 は、新たにブラットフオーム 3aの監視・診断ソフト伝送スケジュー

ル作成部 8に代えて、負荷考慮形監視・診断ソフト伝送スケジュール作成部2 5を設

けた構成である。よって、中央側処理系 は、負荷考慮形監視・診断ソフト伝送スケジ

ュール作成部2 5を除けば、他の構成部分は、図 ～図3、図5と同様な構成であるの

で、説明を省略する。

０139 一方、各監視対象側監視処理系 3 ，・‥は、新たに監視・診断ソフト受信部3 と

監視・診断ソフト実行処理部3 2との間に監視・診断ソフト史新処理部3 8を設けたもの

であり、他の構成部分は、図 ～図3、図5と同様な構成であるので、説明を省略する

０14０ 前記負荷考慮形監視・診断ソフト伝送スケジュール作成部2 5は、前述した監視・診

断ソフト伝送スケジュール作成部 8に相当する機能に対して更に能カアップを図っ
たものであって、通信ネットヮ一ク4を介して多数の監視対象側監視処理系 3 ，・

が接続されていることから、これら多数の監視対象側監視処理系 3 ，・‥を総合的

に考慮し、各監視対象側監視処理系 3 ，・‥の監視・診断ソフトの更新タイミング信

号を作成する。

０14 1 更新タイミングの つの作成例としては、各監視対象2，・‥の動作状況である負荷

状況や停止時間を評価関数とする最適化ソフトを用いて、最適な更新タイミングを作

成する。



０142 負荷考慮形監視・診断ソフト伝送スケジュール作成部2 5で作成された各監視対象

側監視処理系 3 ，・‥への監視・診断ソフトの更新タイミング信号は通信ネットワー

ク4を介して該当する監視対象側監視処理系例えば3 に送信する。

０143 また、負荷考慮形監視・診断ソフト伝送スケジュール作成部2 5は、更新タイミング信

号を作成するだけでなく、中央側処理系 における図4に示す中央側計算機 5 の演

算負荷状況に応じて、フラットフオーム 3aから監視対象側監視処理系 3 ，・‥から

受け取った診断結果及び監視データを中央側処理系 内部の構成要素例えば 4

5 24に送信する送信タイミングを決定する機能も有する。従って、ブラットフオーム

3 aは、決定された送信タイミングに某づき、中央側処理系 内部の構成要素例えば

4 5 24に対して、診断結果及び監視データの送信を実施する。

０144 各監視対象側監視処理系 3 ，・‥の監視・診断ソフト史新処理部3 8は、通信ネッ
トワーク4を介して送られてくる負荷考慮形監視・診断ソフト伝送スケジュール作成部

2 5で作成された監視・診断ソフトの更新タイミング信号を受け取り、当該更新タイミン

グに従って監視・診断ソフトを更新する。

０145 この実施形態によれば、多数の監視対象2，・‥を有するシステムであっても、これら

多数の監視対象2，・‥を考慮した場合の最適な監理・診断ソフトの更新タイミングを

用いることができる。また、中央装置 において、更新タイミングを作成しているので、

システム全体として最適な更新タイミングを作成できる。

０146 さらに、中央側処理系 のブラットフオーム3aにおいて、装置内負荷の状況を考慮

しつつ装置内部の必要な構成部分に必要な診断結果及び監視データを送信するの

で、計算機リソースを有効に利用できる。

０147 (第6の実施形態 )

図7は、第6の実施形態に係る遠隔監視・診断システムの構成図である。

０148 本実施形態は、第5の実施形態と同様な構成である。本実施形態において、第5の

実施形態と特に典なるところは、中央装置 に相当する構成部分を複数の計算機に

より分担して実現する構成である。

０149 具体的には、アルゴリズム作成用計算機 a 、監視診断ソフト作成用計算機 b、ブラ

ットフオーム用計算機 c及び予防保全支援用計算機 dで構成される。



０15０ アルゴリズム作成用計算機 aは、監視・診断ソフト史新トリガ発生部23及び更新トリ

ガ対応監視・診断ソフト用アルゴリズム作成部24による一連の処理を実行する。

０15 1 監視診断ソフト作成用計算機 bは、監視・診断ソフト作成部 2、監視・診断ソフト実

行処理部 4及び監視・診断ソフト検証処理部2 7に関する処理を実行する。

０152 ブラットフオーム用計算機 cは、前述したブラットフオーム3，3aに関する処理を分

担分けして受け持つ構成である。

０153 予防保全支援用計算機 dは、予防保全支援情報作成部 5及び予防保全最適化

処理部 6の一連の処理を実行する。

０154 従って、以上のよぅな実施形態によれば、中央側処理系 に相当する構成部分を複

数の計算機 a～dに分担分けし、イントラネット等で接続すれば、専門部署ごとや

専門機関ごとに分担して必要な処理作業を進めることができる。また、ブラットフオー

ム用計算機 cは、ソフトの送信、バージョン監理、情報の送受信及びデータベース

管理等を行ぅことから、情報の一元管理が可能となり、ソフト及び情報の管理が効率

的に実施できる。

０155 その他、本発明は、前記各実施形態に限定されるものでなく、その要旨を逸脱しな

い範囲で種々変形して実施できる。

産業上の禾 用可能，吐

０156 本発明は、監視・診断ソフトの事前診断を検証でき、様々な条件のもとに更新トリガ

を発生でき、また、多数の監視対象が接続されている場合でも効率良く監視・診断ソ

フトを更新できる遠隔監視・診断システムに適用できる。



請求の範囲

中央側処理系と監視対象を監視、診断する複数の監視処理系とが通信ネットヮ一

クで接続され、各監視対象の監視・診断を行ぅ遠隔監視・診断システムにおいて、

前記中央側処理系は、

前記監視対象に関連するデータ及び仕様を分析し、当該監視対象の監視・診断ア

ルゴリズムを作成する第 のアルゴリズム作成手段と、この作成された監視・診断アル

ゴリズムをもとに、前記監視対象を監視・診断するための監視・診断ソフトを作成する

ソフト作成手段と、この作成された監視・診断ソフトを前記監視処理系に伝送する際

の伝送スケジュールを作成する伝送スケジュール作成手段と、この伝送スケジュール

に従って前記監視・診断ソフトを必要とする前記各監視処理系に前記通信ネットヮ一

クを通して伝送する伝送手段と、前記各監視処理系から監視・診断ソフトの実行結果

である前記各監視対象の監視データ及び診断結果を受信する受信手段と、この受

信手段で受信された監視データ及び診断結果を受け取り、前記各監視処理系によ

る監視・診断ソフトの実行結果を確認し修正変更する第2のアルゴリズム作成手段と

を備え

前記各監視処理系は、

前記伝送手段から伝送されてくる監視・診断ソフトを受信する受信手段と、この受信

された監視・診断ソフトを実行するソフト実行処理手段と、このソフト実行処理手段に

よる実行結果である前記監視対象の監視データ及び診断結果を前記通信ネットヮ一

クを介して前記中央側処理系に送信する送信手段とを備えた遠隔監視・診断システ

ム。

2 請求項 に記載の遠隔監視・診断システムにおいて、

前記中央側処理系は、

前記受信手段で受信された監視データ及び診断結果をもとに、前記ソフト作成手

段で作成される中央側処理系で必要とする監視・診断ソフトを用いて実行し、その監

視・診断結果を出力する監視・診断ソフト実行処理手段と、前記各監視処理系から送

られてくる監視データ及び診断結果を受信し、これら監視データ及び診断結果と前

記監視・診断ソフト実行処理手段で得られる監視・診断結果とに某づき、各監視対象



の保全支援情報を作成する予防保全支援情報作成手段と、この作成された予防保

全支援情報を用いて、最適な保全計画を立てる予防保全計画最適化処理手段とを

備えた遠隔監視・診断システム。

3 請求項 または請求項2に記載の遠隔監視・診断システムにおいて、

前記中央側処理系は、

前記伝送手段で監視・診断ソフトを伝送する際、当該伝送する監視・診断ソフトの

バージョンを管理するソフトバージョン管理手段と、前記中央側処理系の受信手段で

受信された前記各監視処理系からの監視データ、診断結果を保存し管理する保存

管理手段とを備えた遠隔監視・診断システム。

4 請求項 から請求項3のいずれか 項に記載の遠隔監視・診断システムにおいて、

前記中央側処理系は、

前記ソフト作成手段で作成された監視・診断ソフトを前記各監視処理系に伝送する

前に事前に、前記中央側処理系内でシミュレーションによって検証するか、あるレ ま

通信ネットワークに接続される口一かレ監視対象実機を用いた監視・診断ソフト検証

装置により検証し、前記各監視処理系に対して適正な監視・診断ソフトを伝送可能と

する検証処理手段を備えた遠隔監視・診断システム。

5 請求項 から請求項3のいずれか 項に記載の遠隔監視・診断システムにおいて、

前記各監視処理系は、

前記ソフト実行処理手段に所定のテスト信号を与えることにより、前記ソフト実行処

理手段により実行される監視・診断ソフトの動作に想定外の誤動作、ソフトの改ざん、

通常処理と典なる処理結果となるか否かを自動検証する自動検証手段を備えた遠

隔監視・診断システム。

6 請求項 から請求項5のいずれか 項に記載の遠隔監視・診断システムにおいて、

前記中央側処理系は、

少なくとも下記の条件 (a) から(。) の中でいずれか つの条件に某づいて監視・診

断ソフトの更新要求を受付けたときに、更新トリガを発生する更新トリガ発生手段と、こ

の更新トリガを受けたとき、ソフト更新用のアルゴリズムを作成する前記第 のアルゴリ

ズム作成手段に代る更新トリガ対応アルゴリズム作成手段とを備えた遠隔監視・診断



(a) 新しい診断方法が開発されたとき。

(b)監視対象の保守実績のもとに更新必要と判断されたとき。

(。)監視対象の監視項 目や診断項 目に増減による変更が生じたとき。

7 請求項5に記載の遠隔監視・診断システムにおいて、

前記各監視処理系は、

前記ソフト実行処理手段による実行結果である前記監視対象の監視データ、診断

結果及び前記 自動検証手段の検証結果のそれぞれに某づいて、少なくとも下記条

件 (d)から㈲ の中でいずれか つの条件に従って監視・診断ソフトの更新が必要と

判断されたときに、当該監視・診断ソフトの更新要請のトリガを送信する更新トリガ発

生手段を備え、

(d)前記診断結果から監視・診断ソフトの調整が必要なとき。

(e) 前記監視データから劣化等の経年変化が生じているとき。

㈲前記検証結果から典常と検証されたとき。

前記中央側処理系は、

各監視処理系の更新トリガ発生手段から更新要請のトリガを受けたとき、ソフト史新

用のアルゴリズムを作成する前記第 のアルゴリズム作成手段に代る更新トリガ対応

アルゴリズム作成手段を備えている遠隔監視・診断システム。

8 請求項 から請求項7のいずれか 項に記載の遠隔監視・診断システムにおいて、

前記中央側処理系は、

多数の前記監視処理系が前記通信ネットワークに接続されている場合、各監視対

象側監視処理系の負荷状況や停止時間等を考慮し、前記監視・診断ソフトの更新タ

イミングを作成し、前記伝送手段を介して当該各監視対象側監視処理系へ伝送する

前記伝送スケジュール作成手段に代る負荷考慮型伝送スケジュール作成手段を備

え、

前記各監視対象側監視処理系は、

前記中央側処理系から前記通信ネットワークを介して伝送されてくる監視・診断ソフ

トを前記受信手段を通して受け取り、前記監視・診断ソフトの更新タイミングをもとに



前記ソフト実行処理手段に対して監視・診断ソフトを更新するソフト史新処理手段を

備えている遠隔監視・診断システム。

9 請求項 から請求項8のいずれか 項に記載の遠隔監視・診断システムにおいて、

前記中央側処理系の負荷考慮型伝送スケジュール作成手段は、前記各監視対象

側監視処理系から受信した監視データ及び診断結果を、前記中央側処理系の負荷

状況を考慮しつつ所要とする構成要素に送出するタイミングを決定し、この決定され

たタイミングに従って当該所要とする構成要素に送出する構成である遠隔監視・診断

０ 請求項 から請求項9のいずれか 項に記載の遠隔監視・診断システムにおいて、

前記中央側処理系は、史新トリガ発生系を含むェルゴリズム作成系と、監視・診断

ソフト作成・実行・検証系と、伝送スケジュールを含む伝送・受信及び管理系と、予防

保全系とに分け、それぞれ個別の計算機で構成されている遠隔監視・診断システム

請求項 から請求項 ０のいずれか 項に記載の遠隔監視・診断システムにおいて

前記監視・診断ソフトはエージェントとして作成されている遠隔監視・診断システム。
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