
ソリューション/技術分野と取組事例
数理情報技術



1

内容

回転機械設備故障診断システム

原発事故ＤＢ自然語検索システム

電力設備向け落雷予測システム

配電設備（電力系統）計画支援システム

電機室計装盤配置設計支援システム

原子炉内ロボット多眼立体視システム

蛋白質立体構造予測システム（PE∬T ）

ＰＣヘルプデスク支援システム

提案営業務向け知識ベース管理システム

ソフトウェアプロセス管理システム

情報資源管理（メタデータ管理）システム
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回転機械設備故障診断システム

目的と方針
送風機等の回転機械設備の運転状態から故障診断を支援。

パタン処理と知識処理の連携による段階的診断方式の開発。

研究開発のポイント
ニューラルネットワークシミュレータを用いた、センサ波形のパタ
ン処理による概略診断の実施。

これより詳細データの採取、運転者への問診など、知識処理に
よる詳細診断を実施。

評価と課題
センサー波形の認識など記号化しにくい知識の抽出により、パタ
ン認識の自動化を実現した。

認識パタンの複雑化・増加が見込まれるが、ニューラルネットワー
クの適用において、適切なコンフィグレーション、チューニング方
法等が必用となる。
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回転機械故障診断システム

（補足）診断画面例
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原発事故ＤＢ自然語検索システム

目的と方針
原子力発電所の事故情報を蓄積したＤＢに対し、自然語による問合
せを可能とし、検索知識を持たないユーザを支援する。

自然語問合せ文より、日本語解析処理を行い、ＤＢ検索式作成、実
行する。（例「90年代のA電力会社の事故は？」）

研究開発のポイント
ＤＢのテーブル・カラムとユーザ用語のマッピング。

自然文のＰｒｏｌｏｇ表現と処理、ＳＱＬへの変換方式の開発。

指示語による検索の絞込み機能、用語登録機能の開発。

評価と課題
自然文による問合検索コストの低減に加え、利用度も向上した。

ユーザ層の拡大に当り、問合文から検索式作成において、シソーラ
スを用いた概念処理機能の開発が課題となる。
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原子力情報検索支援システム

（補足）問合せ例

1. 1900年代の国内の原発の事故は？

この中で、西日本のものは？

2. 原子炉の型がＸＸＸで運転開始が1950年以降のものは？

その中で事故報告数が○以上のものは？

など
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電力設備向け雷予測システム

目的と方針
電力設備（送配電線、変電所など）への落雷予測を支援する。

気象専門家の有する雷予測に関る知識ベースを構築する。

研究開発のポイント
気象情報（観測データ、衛星画像、天気図など）・知識のモデル化。

予測知識の競合解消に確信度など曖昧さの処理を適用する。

評価と課題
北海道地方の電力設備への雷予測へ適用している。

気象情報、特に、天気図読み取り等、画像パタンの抽出の自動化
が課題となる。

その他
発雷予測では帯電体である雲分布の動向も重要となる。衛星画像
から雲分布の移動予測機能を開発した。
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雷予測システム

（補足）機能概要

雷予測システム ・気象情報の受信、短時間予測、短期予測機能から成る。

気象情報受信

サブシステム

・気象データ（天気図、衛星図、レーダー図、落雷評定図、
発雷ポテンシャルなど）の受信、格納、検索、表示機能。

・雲域の実況データ（レーダー図）及び、落雷評定図を基
に、2～3時間後の雲域の移動予測を行い、発雷域を予
測・表示する。

・現在の天気図（地上と高層）と予測天気図のパタンと過
去事例より、24時間後の発雷ポテンシャル値を計算表
示する。

・併せて、天気図パタンを基に発雷特性など経験的知見
を生成表示する。

短時間予測

サブシステム

短期予測

サブシステム
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配電設備（電力系統）計画支援システム

目的と方針
電力系統設備において中長期の需要想定および地域、地理、管理
などの各種条件を満たすべく配電系統の計画（設計）を行う。

配電設備計画業務に関る知識ベース・システムを構築する。

研究開発のポイント
配電設備計画におけるプロセスとデータのモデル化。

プロセスの階層化と夫々の意思決定モデル。（決定表・ルール等）

数理計画法で表現し難い特殊条件の記述。
（例、「病院は住宅地域でも供給ミスが許されない為、単独系統を引く」等）

評価と課題
計画立案に関するシミュレーションと説明機能の実現。

計画及び実施事例に基く、計画案の生成などが望まれている。

その他
配電設備計画案（地理情報含む）のグラフィック機能を開発した。
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配電設備計画支援システム

（補足）配電設備計画とシステム化
配電設備計画業務
配電設備計画：1～10年後程度の電力需要想定に基き

変電所単位に供給系を計画する。

電力系統の構成要素：変電所、バンク、フィーダ、ブロック、電柱等。

系統構成作業：電柱単位のスイッチ入切により設定する（負荷切替）。

本システムの支援範囲
フィーダ内のブロック構成（負荷切替計画）の立案。
計画目的：変電所内の各フィーダ利用率（需要量）の均等化、

制約条件：地理条件（河川・道路等）、特殊需要家（病院等）、

停電区間最小化、フィーダ領域形状など。

変電所変電所
フィーダ１フィーダ１ フィーダ2フィーダ2 フィーダiフィーダi

･･ ･･
ブロックaブロックa

ブロックbブロックb
ブロックcブロックc

ブロックdブロックd
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電機室計装盤配置設計支援システム

目的と方針
工場電気室（複数階、搬入出、エアコン等設備）における、電気設備
の制御機器（計装盤）の配置設計を支援する。

盤配置設計業務に関る知識ベース・システムを構築する。

研究開発のポイント
盤配置設計のプロセスとデータのモデル化。

電気室、配置資源の間の各種制約および充足の程度の表現。

制約を充足する配置状態の探索方式。

評価と課題
複数の配置案の生成、各種制約に対するシミュレーションの実現。

配置設計事例に基く立案など、探索の効率化が課題となる。

その他
電気計装盤、配置室、と配置案の図示機能を開発した。
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盤配置設計支援システム

（補足）盤配置設計例
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原子炉内ロボット多眼立体視システム

目的と方針
原子炉内を移動する保守作業ロボットの視覚系を開発する。

複数カメラ画像データから被写体を再現するモデルを開発する。

研究開発のポイント
物体に対し複数の視点の立体視データを統合し物体像を再現する。
（立体視は視点毎に左右1組のカメラを用いる事で実現する。）

物体像の再現は、実空間とそのモデル空間の双方の立体視データ
の誤差を最小とする様に、モデル空間を探索・構成してゆく。

探索手法として、模擬焼き鈍し法（SA）、遺伝的アルゴリズム（GA）
を適用。特にGAは、複数のSA解（像）の部分領域を遺伝子とした操
（交叉等）により解の改善に適用した。

評価と課題
ロボットが物体認識する状況において実用可能な結果である。
（空間642、カメラ画素128、4視点（等間隔）による再現率97％）

視点配置の最適化等による計算量・時間の短縮化が課題となる。
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多眼立体視システム

（補足）多眼立体視シミュレーション例
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蛋白質側鎖構造予測における
遺伝的アルゴリズムの適用

目的と方針
蛋白質立体構造の主幹（鎖）構造を与えた場合、側部（鎖）構造を
探索するモデルを開発する。（蛋白質データにはＰＤＢを使用。）

研究開発のポイント
側鎖位置探索手法として、遺伝的アルゴリズム（GA）を適用する。

遺伝的操作の対象には、残基構造を表す捩れ角の組合せを用い、
残基間における構成原子の重複距離が0となる解を探す。

蛋白質主鎖の一端から他端へ、残基単位に構造探索を進める（イ
ンクリメンタルＧＡ）。

評価と課題
残基間の構成原子の重複回避のもと複数解を得た。既知の構造も
これに含まれている。

構造形成過程において、考慮検討されている物理量（水分子との相
互作用等）を評価に加える等、各種条件に応じた探索が課題となる。
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蛋白質側鎖構造予測における
遺伝的アルゴリズムの適用

（補足）GAによる蛋白質側鎖構造予測例

Comparison of BPTI prediction(doted line) vs. the X-ray structure(solid line):
The main chain is shown as Cα tree(bold line)
（蛋白質BPTI の側鎖構造予測（点線）とX腺構造解析（実践）の比較（主鎖（太線））

Side-chain and χ（torsion angle）（側鎖とχ（捩れ角））
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事例ベース推論を用いた
PCヘルプデスク支援システム

目的と方針
ＰＣ利用者向けの質問、障害対応を支援するシステムを開発する。

当該問題に類似する対応事例を用いた問題解決方式を開発する。

研究開発のポイント
事例を組織的に保持・検索できる様にインデクスを設計する。

事例の登録では既存事例との判別に基くインデキシング支援機能を
開発する。

評価と課題
ヘルプ業務担当者により、インデクス選択による類似事例検索、イン
デクス追加による事例登録を試行した結果、実用性を確認した。

課題として次項が挙げられる。
多層の知識レベルのユーザへ直接的に対応する為に、概念階層の構
築機能、絞込みの為の問返し機能の開発。

事例に基く推論の為の事例適合化（当該問題向け修正）機能の開発。

事例の自動インデキシング機能の開発。
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事例：
症状：

[印刷の抜けが在る]
プリンタ機種：

[CCC LBP1xx]
診断：

[トナー不足・不良]
対策：

[トナーカートリッジ
をB1100に交換]

事例：
症状：

[印刷の抜けが在る]
プリンタ機種：

[CCC LBP1xx]
診断：

[トナー不足・不良]
対策：

[トナーカートリッジ
をB1100に交換]

事例ベース推論を用いた
PCヘルプデスク支援システム

（補足）コンセプトと問合せ例

特徴付け特徴付け 特徴抽出特徴抽出

検索評価検索評価

事例ベース

・・ ・・ ・・

ヘルプデスク
専門家

オペレータ
/ユーザ

事
例

症状・
状況

問題：
症状は？（選択肢）
<印刷の抜けが在る>
プリンタ機種は？
　<CCC LBP100>

事例：
症状：

[印刷の抜けが在る]
プリンタ機種：

[CCC LBP1xx]
診断：

[トナー不足・不良]
対策：

[トナーカートリッジ
をB1100に交換]

解決案

事
例

×
解決
できない
場合
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提案営業支援向け知識ベース管理システム

目的と方針
顧客要望の抽出から適合する商品提案を行うための業務ノウハウ
を知識ベース化し管理・共有を支援するシステムを開発する。

提案知識の入力および矛盾検査機能を備えた管理機構を開発する。

研究開発のポイント
知識入力・検査の容易化に当り、提案プロセスの各フェーズ単位に
表形式のルール定義機能を開発する。

ルールの条件は、ＤＢ照合、計算結果、ユーザへの質問を含み、ア
クションには、ＤＢ操作、マルチメディア情報呼出などを含む。

評価と課題
証券業、百貨店の業務担当における活用より、知識の共有、知識入
力の容易性を確認した。

利用頻度の高い知識（ルール）に基く、マーケティング支援などへの
適用などが検討されている。
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遷移ルール表

提案営業支援向け知識ベース管理システム

（補足）ワークフローとルール定義（証券業の例）

中堅企業
情報に
よる判断

公開準備
状況判断

公開意向
の確認

意向ありの
場合の作業

意向無しの
場合の作業

意向不明の
場合の作業

小規模の
顧客対応

従持制度
提案作業

ＺＩＳ
提案作業

：

：
決算財務
分析

顧客記入用
財務ｱﾝｹｰﾄ
準備作業

財務分析
による診断

商品1
提案作業

商品n
提案作業

：

ワークフロー

　　　　　ルール

項目

基準OK1 基準OK2 ﾍﾞﾝﾁｬｰ系 その他 .. 非ｵｰﾅｰ系 ..

オーナー系か？ はい はい はい はい いいえ

業種 製造 卸売

売上高（憶 10以上 40以上 10未満 10以上

設立年数（年）

：

次の作業 公開準備

状況判断

公開準備

状況判断

公開準備

状況判断

小規模

顧客対応

.. 決算財務
分析

..

顧客
データ

QA

参照

ルール管理ツール画面



ソフトウェアプロセス管理システム

目的と方針
ソフトウェア開発プロジェクトの管理を支援するシステムを開発する。

プロジェクトにおける成果物、作業、知識の管理を統合化する。

研究開発のポイント
作業構造とフロー制御、成果物構成とアクセス制御、組織（要員）、
作業知識、及び、これらの関連付けに関するモデル化。

作業の計画（タスク、要員、見積）と管理（進捗、予実、通知）機能、
成果物管理（構成と版、アクセス制御、並行開発）機能の開発。

評価と課題
プロジェクトの計画においては、プロジェクトモデル（テンプレート）
の適用による、工数削減と品質の標準化を実現し、管理において
は、ワークフロー支援によるコミュニケーションの品質向上と、作業
の状態遷移や実績の記録による定量評価を実現した。

各種の開発対象向けのプロジェクトモデル、作業進捗の分析・評価
などのプロジェクト遂行に必用な知識ベースの構築が課題となる。
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プロセス標準管理

プロジェクト管理i

ソフトウェアプロセス管理システム

（補足）ソフトウェアプロセス管理のイメージ

プロジェクト管理１ ・・ ・・ プロジェクト管理n

プロセスモデル
・成果物テンプレート
・開発工程モデル
・要員スキル
・見積モデル
・作業・品質管理メトリクス

作業・管理知識
・プロセスモデル
　適用方法・事例
・開発作業知識・事例
・作業・品質
　管理知識・事例

プロジェクト
管理者

計画管理
・成果物
・作業工程
・要員割当
・工数見積

作業・品質管理
・予実績
・メッセージ発行
・作業状態評価
・成果物品質評価

成果物管理
・搬入出、
・チェックイン/アウト
・版・構成
・並行開発

プロセス標準
管理者

プロジェクト
メンバ

組織リソース情報
・組織リソースデータ

プロジェクト情報
・各プロジェクトデータ
（比較、評価、分析向け）



情報資源管理（メタデータ管理）システム

目的と方針
ソフトウェア開発資産の管理・分析システムを開発する。

既存資産の情報検索、変更影響分析、再利用調査等に用いる情報
ベース（メタデータ・リポジトリ）を構築する。

研究開発のポイント
ＤＢ定義、プログラムＩ／Ｆ、設計モデル等とこれら相互の依存関係な
どのモデル化（メタデータのモデル、即ち、メタモデル設計）。

メタデータ間の関連（例、プログラムにおけるＤＢアクセス）の抽出機
能（メタデータ名に基く関連付け）、メタデータの版管理機能の開発。

メタデータの分類階層、条件検索、関連に基く探索機能の開発。

評価と課題
データウェアハウス（DWH）の開発・運用における、資源の変更影響
分析、再利用調査等の作業量の大幅削減と品質向上を実現。

情報資源間の依存関係の分析、定義機能の強化が課題となる。



情報資源管理システム

ODS DW/DM

業務系

CRM系

ＤＷＨシステムＤＷＨシステム

DBDB

ETLETL

Others

BI toolBI tool

ビジネスユーザビジネスユーザ

・情報検索・分析向け・情報検索・分析向け

データ辞書の活用データ辞書の活用..。。

などなど

データスチュワードデータスチュワード

・情報活用支援・情報活用支援

などなど
ＩＴユーザＩＴユーザ

・資源情報の調査・資源情報の調査

・変更影響分析・変更影響分析

などなど

ODS：Operational Data Store
DW/DM：Data Warehouse / Data mart
BI：Business Intelligence

Metadata　Repository

（情報資源管理システム）

DWH系メタデータ管理システムの目標
システム開発（変更）生産性の向上。

情報資源台帳、影響分析機能の整備。

情報活用における精度向上・容易化。
ビジネス用語による情報活用環境の整備。

（補足）DWHシステムへの適用

：
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