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ベイジアンネットワークによる
複合機故障診断技術
Fault Diagnostic Technology for Duplicator Machine by
Bayesian Network
要 旨
電子写真複合機の保守サービスの効率化、ダウンタ
イムの低減を目的として、熟練したサービスエンジニ
アの故障診断レベルと同等の故障特定が可能で、複合
機に実装可能なベイジアンネットワークによる故障
診断システムを開発している。ベイジアンネットワー
クとは、各ノードに条件確率表を備えた有向非循環グ
ラフによる因果ネットワークで、不確実性を含む現実
問題を確率事象として取り扱うことのできる AI 技術
である。本報告では、ベイジアンネットワークによる
組込み型診断システムを実現するためのコンパクト
なベイジアンネットワーク推論技術、複合機の多様な
故障事象に対応するための診断モデリング技術、診断
モデルの開発およびメンテナンスを容易にするため
の診断モデル開発支援技術、診断システムとして具現
化した複合機自動診断システムについて紹介する。
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To provide efficient maintenance services for
electrophotographic multifunction devices and reduce
downtime, we have been developing a fault diagnostic
system using Bayesian networks that can identify faults
in matching the diagnostic level of skilled service
engineers, and which can be implemented in
multifunction devices. A Bayesian network is a causal
network consisting of directed acyclic graphs with
conditional probabilities for each node, and AI (Artificial
Intelligence) technology that can represent actual
problems under uncertainty as a probabilistic graphical
model. This paper introduces a compact Bayesian
network inference engine to realize an embedded
diagnostic system, diagnostic modeling technologies for
various faults, diagnostic model development support
technologies to simplify development and maintenance,
and an automatic diagnostic system for multifunction
devices implemented as part of a diagnostic system.

富士ゼロックス テクニカルレポート No.19 2010

技術論文
ベイジアンネットワークによる複合機故障診断技術

本報告の第 2 章でベイジアンネットワーク推

1. はじめに

論技術、第３章で複合機の故障診断モデリング

複合機の故障診断技術では、CS 向上に大き

技術について説明する。第 4 章では、診断モデ

なウエイトを占める保守サービスの効率化、ダ

ル開発支援技術として故障診断モデル自動生成

ウンタイムの低減を目的として、故障診断技術

システムについて説明する。第５章で、第 4 章

の高度なインテリジェント化、通信回線を利用

までの技術を応用した複合機の自動診断システ

したリモート化が要求されている。

ムの例を示す。

従来、複合機の携帯端末によるオンサイトで
の故障診断や複合機内で発生するエラーコード
による診断が主な故障診断技術であった。これ
らの故障診断では、予め設計段階で準備された

2. ベイジアンネットワーク推論技術
2.1

ベイジアンネットワーク

診断項目であるため、故障診断で特定できる異

ベイジアンネットワークとは、各ノードに条件

常箇所が限れられていた。また、機械動作トラ

付確率表を備えた有向非循環グラフによる因果

ブル、プロセストラブル、システム制御系等複

ネットワークであり、不確実性を含む事象の予

数の箇所で関連して発生するトラブルでは、故

測や合理的な意思決定、障害診断等に利用でき

障箇所を特定することは容易ではなかった。さ

る確率モデルの一種である。ベイジアンネット

らに、従来の故障診断では、異常の検知箇所や

ワークの確率計算アルゴリズムは 1990 年代に

診断の対象とする範囲が狭く、診断機能の拡張

確立されており、観測可能なノードに証拠情報

性も低いという課題もあった。

を与え、各ノードの条件付確率表に基づきネッ

我々は、これらの課題を解決するために熟練

トワーク構造に沿って確率を伝播することで全

したカスタマーエンジニアの故障診断レベルと

てのノードの確率を算出する[7]。故障診断モデ

同程度の故障特定が可能で、現在の複合機に実

ルにより直接観測できない箇所の故障確率を推

装可能なベイジアンネットワークによる故障診

定できる。表１に従来の故障診断技術との比較、

断技術を開発した。

図１にベイジアンネットワークの一例を示す。

ベイジアンネットワークによる故障診断では、
故障事象の因果関係をグラフィカル確率モデル
で表し、観測データと確率アルゴリズムに基づ
いて不確実な故障事象の定量的な推論が可能と
なる。ベイジアンネットワークの確率アルゴリ
ズムの応用例としては、医療診断[1]、イメージ
認識[2]、言語認識[3]、探索アルゴリズム[4]等
がある。故障診断やトラブルシューティングへ
条件付確率表の例

の応用も古くからあり、インクジェットプリン
タの障害診断[5]、ゼログラフィープロセスのモ
デリング、故障診断[6]が知られている。

図 1. ベイジアンネットワークの一例
An example of Bayesian network

表 1. 故障診断技術の比較
Comparison of fault diagnostic technique
強み

弱み

従来技術
（PC-Diag, 機械組込 Diag,
故障解析等）

・ 異常が検知・検出されると、不具合箇所が一意に特定できる
・ 設計にフィードバックしやすい

・ 機械動作トラブル等、システムが絡む不具合に対し
て故障箇所を特定するのが難しい
・ 異常の検知・検出や診断できる領域が狭い
・ 診断機能の拡張性が低い

ベイジアンネットワーク技術

・ 機械動作トラブル等、システムが絡む不具合に対しても、観
測情報を複合的に活用することにより故障箇所の特定精度
を高めることが出来る
・ 直接観測できない箇所の故障確率を観測可能データから確
率推論により推定可能
・ 情報の追加・削除が容易に行なえ、メンテナンス性に優れる
・ 開発・生産・フィールドに幅広く適用可能

・ 診断精度を高めるには、ある程度事例の積み上げ
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が必要

・ 新機種に対して事例が少ない
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2.2

ベイジアンネットワークの確率推論

ル診断モデルに対する Loopy BP アルゴリズ

ベイジアンネットワークのノードの確率を計

ム推論エンジンと JT アルゴリズム推論エンジ

算する際、ベイジアンネットワークのリンクの

ン(Hugin Expert A/S)の合計クリークサイズと

向きを考慮しないグラフ構造がどこかひとつで

推論実行時間との関係を示す。クリークとは、

もループしているいわゆる複結合ネットワーク

複結合ネットワークを単結合ネットワークに変

の場合、単純にリンクに沿って確率を伝播する

換した時のクラスタ化したノードのことで、合

だけでは、その計算の収束性は保証できない。

計クリークサイズはネットワークにおける全ク

このような複結合ネットワークにおいても確率

リークの合計サイズをいう。複雑なネットワー

計算を行なう手法がいくつか開発されてきた。

ク構造ほど合計クリークサイズが大きくなる。

代表的なものに、グラフ構造を単結合ネットワ

図 2 に示すように、11 種の診断モデルの内、

ー ク に 変 換 し て 確 率 伝 播 を 行 な う Junction

合計クリークサイズが非常に大きいモデルでは

Tree(JT)アルゴリズム[8]、グラフ変換を行なわ

JT アルゴリズムで処理時間が極端にかかって

ず統計力学的な近似計算により直接確率伝播を

いることが分かり、故障診断モデルのような複

行なう Loopy belief propagation（Loopy BP）

雑なネットワークの場合に Loopy BP アルゴリ

[9]等がある。前者は Hugin Expert A/S[10]等

ズムは有利である。

で製品化されている。表 2 に JT と Loopy BP
アルゴリズムの比較を示す。

合計cliqueサイズと推論実行時間比較
10000

アルゴリズム

特徴
・ ネットワークを単結合構造にグラフ変換して
から計算する厳密解法
・ 複雑なネットワークの場合グラフ変換の計算
コストが大きくなる
・ ネットワーク構造が変化する場合、その都度
グラフ変換が必要
・ グラフ構造によっては巨大クラスタが発生し、
計算量が増大する

JT

Loopy BP

・ ネットワークにループがあっても確率伝播法
をそのまま適用し収束するまで繰り返す近似
解法
・ 経験的に Loop がひとつの場合等は収束し、
効率的
・ ネットワーク構造の変換が不要
・ ノード数が大きいベイジアンネットワークでも
対応可能

○
△

LoopyBP
Junction Tree

1000
推論実行時間(msec.)

表 2. ベイジアンネットワーク推論アルゴリズムの比較
Comparison of bayesian network inference algorithm

100
10
1
0.1
10

100

1,000
10,000
合計cliqueサイズ

100,000

1,000,000

図２. 合計クリークサイズと推論実行時間
Total clique size vs. inference execution time

表 3 に 11 種の画質トラブル診断モデルにつ
いて、開発した Loopy BP アルゴリズム推論エ

2.3

組込みベイジアンネットワーク推論
エンジン

ンジンと JT アルゴリズム推論エンジンの代表

ベイジアンネットワークによる故障診断機能

ュールサイズがコンパクトなことからも、開発

を複合機へ組み込む際の推論エンジンとして、

した推論エンジンが複合機組込み用途として有

Loopy BP アルゴリズムの推論エンジンを独立

利なことが分かる。

的性能を示す。Loopy BP アルゴリズムのモジ

行政法人 産業技術総合研究所との共同研究に
より開発した[11]。表 2 に示したように、Loopy
BP アルゴリズムは故障診断モデルの場合のよ

表 3. 推論エンジンの代表的性能の比較
Performance of bayesian network inference engine

うに複雑でノード数の大きいベイジアンネット

Loopy BP

Junction Tree

ワークでも効率よく推論でき、またネットワー

モジュールサイズ (KB)

253

1823

ク構造の変換が不要なため、診断モデルが随時

平均推論時間 (msec)

20

207

更新されるようなケースにおいても対応可能で

平均メモリ消費量 (KB)

745

550

組込みに適している。
図 2 に第 3 章で紹介する 11 種の画質トラブ
80
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3. 複合機の故障診断モデリング技術
3.1

表 4. 各種トラブルに対する診断モデリングアプローチの違い
Difference of modeling approach of each trouble
ベイジアンネットワーク
構造
サービスエンジニアの故障切り分けノ 画 像 形 成 モ ジ ュ ー ル
画質トラブル
ウハウ情報
構造に基づく階層型
市場の部品交換・処置頻度情報 ネットワーク
アクチュエータセンシング情報
紙送り機構に基づくリ
紙送りトラブル
市場の部品交換・処置頻度情報 ンク型ネットワーク
エレキ系に起因する 各種ログ情報
電子回路基板構成
機械動作トラブル
市場の部品交換・処置頻度情報 に基づく小規模リンク
型ネットワーク
トラブル種類

モデリング対象トラブル

図 3 に電子写真方式カラー複合機トラブルの
故障原因別発生頻度の代表例を示す。画質トラ
ブル、紙送りトラブル、エレキ系に起因する機
械動作トラブルが主要なトラブルであり、特定

主なモデル化情報

のトラブルに集中することなく、ほぼ同レベル
で発生している。画質トラブルは複合機の経年
劣化にともない徐々に増加するのに対し、エレ

3.2.2

画質トラブルのモデリング

キ系に起因する機械動作トラブルは市場導入直

画質トラブルに対するモデリングは、電子写

後に多発する。診断のカバー率を上げるために

真方式の画像形成システムが複雑で、物理モデ

は３つの主要トラブルに対応した診断モデルを

ルの積み上げから診断モデルを構成することが

開発する必要がある。

困難なため、サービスエンジニアの故障切り分
けノウハウに基づくモデリングを行なった。図
4 にカラー複合機の画質トラブル毎の発生割合

トラブル頻度/100台

30

の代表例を示すが、画質トラブルの診断モデリ

25

■その他
■異音
■原稿送り系不良
■機械動作不良
■画質不良
■紙送り系不良

20
15
10
5
0
0-6ヶ月 7-12ヶ月 13-18ヶ 19-24ヶ 25-30ヶ 31-36ヶ
月
月
月
月

市場導入後（半年単位）

図 3. カラー複合機トラブルの故障原因別発生頻度の例
Trouble occurrence frequency ratio for middle class MF

ングでは、線筋、点、白抜け等の約 12 の主要
トラブル毎に診断モデルを開発している。具体
的には、主要トラブル毎に表 5 に示すような故
障原因と故障切り分けの証拠情報を整理した因
果関係二元表（以下、二元表と略）でサービス
エンジニアの故障切り分けノウハウを整理し、
後述する診断モデル開発支援システムにより診
断モデルを開発している。表 5 において、縦軸

3.2
3.2.1

故障診断モデル開発
故障診断モデリングのアプローチ

に故障原因、横軸に故障切り分けのための証拠
情報を示している。

本報告の複合機故障診断モデル開発では、故
障原因を交換部品レベルおよび処置内容のレベ

画質トラブル、紙送りトラブル、エレキ系に起
因する機械動作トラブル、それぞれモデリング
のアプローチは異なる（表 4）。
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その他

レジ スト不良

解像力不良(ボケ/にじみ)

ヒュージン グ不良

その他カラー画質トラブ ル

プアクリーニング

残像(オフセット)

白抜け

濃度むら

0%
色バランス/色あい不良

ト知識に基づくモデリングを利用しているが、

5%

色点/色の飛散り

故障診断モデル開発では、基本的にエキスパー

1 0%

黒点

デリングの２つのアプローチがある。本報告の

1 5%

像濃度低過ぎ(LO-ID)

づくモデリング、エキスパート知識に基づくモ

2 0%

かぶり

発は、主にデータ解析による因果関係抽出に基

2 5%

色線/色帯

ベイジアンネットワークによる診断モデル開

3 0%

黒線/黒帯

いとしている。

3 5%

画質トラブル別発生割合

ルまで特定する診断モデルを開発することを狙

画質トラ ブ ル分類

図 4. カラー複合機の画質トラブルの発生頻度例
Occurrence frequency ratio of image trouble for
middle class MF
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表 5. 画質トラブルの二元表の例(一部抜粋)
Example of cause-and-effect relationship table for image
trouble
エリア

Elec
・
・
・

り動作が行なわれる複数の区間に分割し、モデ

サブエリア

原因

長さ

線幅

輪郭

濃度

・・・

リングを行なっている。各診断モデル区間毎に

Platen
Glass

汚れ

不定

不定

ぼけること
が多い

不定

・・・

原因ノードを繋ぐリンク情報を備えた二元表で

・・・

アクチュエータ、駆動回路、センサ情報の関係

・・・

を整理してモデリングを行なっている。

Platen
Glass

IIT

り機構の紙送りパスに合わせて、連続的に紙送

傷

Document
Transport
Document
Transport
Full Rate
Carriage
Half Rate
Carriage
Lens Kit
Assy

ﾍﾞﾙﾄの汚
れ
ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ
の曲がり
ﾐﾗｰﾕﾆｯﾄ
の汚れ
ﾐﾗｰﾕﾆｯﾄ
の汚れ
CCD の汚
れ
System
System Memory
Memory
不良
・
・
・
・
・
・

短い

細い

不定

不定

薄い
くっきり （傷の深さ
による）
ぼけること 薄い
が多い

不定

太め

ぼける

薄い

・・・

図 6 に用紙トレイフィーダ部〜感光体直前区

副走査
方向全面
副走査
方向全面
副走査
方向全面

不定

ぼける

薄い

・・・

間の診断モデルの一部である用紙トレイフィー

不定

ぼける

薄い

・・・

ダ部の例を示す。紙送りトラブルの診断モデル

太い

不定

不定

・・・

くっきり

濃い

・・・

・
・
・

・
・
・

不定
・
・
・

細線が
主走査
方向全面
・
・
・

は、用紙を送る搬送ロール、各搬送ロールを駆
動するアクチュエータ、電子回路等が原因ノー
ドとして配置され、リンクされている。証拠ノ
ードには各アクチュエータの動作不良を検出す

画質トラブルの診断モデルの例として、図 5
に横(主走査方向)線筋診断モデルの例を示す。

るためのセンシング情報、具体的には、各アク
チュエータの振動データおよび電流データ(新

白色で示したノードが故障原因箇所を表す原

規開発した故障検出の代用特性)、各アクチュエ

因ノード、グレー色で示したノードが故障切り

ータのオン信号、各搬送ロールの用紙フィード

分けの証拠情報を表す証拠ノードである。画質

数履歴、各タイミングセンサの通過時間、通過

トラブルの診断モデルでは、画像形成の機能毎

時間データの標準偏差等が含まれている。また、

に原因ノードが階層的に配置され、サービスエ

各ノードの初期条件確率は、市場の部品交換・

ンジニアのノウハウに基づく証拠情報(証拠ノ

処置頻度情報、サービスエンジニアの経験を基

ード)がリンク付けされている。また、計算時間

に設定されている。さらに、本報告の紙送り診

や推論精度を改善するための中間ノードが設け

断モデルでは、個々アクチュエータ不良が検出

られている。原因ノードの初期確率は市場の部

できるため、紙送り系の診断だけでなく、機械

品交換・処置頻度情報、証拠ノードの初期確率

系システム全般、特に図 3 に示すカラー複合機

はサービスエンジニアのノウハウに基づいて設

の主要トラブルの一つである異音トラブルを含

定されている。

めて診断を行なうこともできる。

Erase Lamp不良

Xero

HVのリーク

フィード部コネクタ接触状態

フィードモータドライブ回路

ナジャーソレノイドドライブ回路 プレレジ部コネクタ接触状態

テイクアウェイソレノイドオン信号

Drum Unit
IBT Beltを駆動する
ギア精度のばらつき

転写
IOT

2nd BTRでのスミア

Fuser Unit
主走査方向
の線・帯

ROS不良
ESS
Elec

BCRクリーニング
不良

フィードモータオン信号
フィードモータ電流

プラテンガラス

ナジャーソレノイド振動

サーマルヒューズ

フィードモータによる振動

YMまたはCKがペ
アで発生
主走査方向の位置
のみ毎回同じ場所
に発生

用紙の縁消しエリ
アに発生

コピー時のみ発生

欠陥色は複数の
色が混じった黒っ
ぽい色

主走査/副走査方向
いずれも毎回同じ位
置に発生

主走査方向に用紙の
端から端まで発生

Simplex印刷時に裏
面に欠陥は発生
出力用紙の種類

テイクアウェイソレノイド電流

プレレジモータ電流

フィード部フィード数

用紙の状態

System Memory不良

プレレジモータ状態

ナジャーソレノイド状態

テイクアウェイソレノイド状態

プレレジ部ギア状態

ロールキット状態

テイクアウェイソレノイド振動
プレレジモータ振動

汚れ

プレフィードセンサ通過時間標準偏差

傷

テストパターン種
類

プレレジセンサ状態

リタードロールクラッチ状態

プレフィードセンサ通過時間

フィードアウトセンサ通過時間

プレレジセンサ通過時間

レジ部コネクタ接触状態
レジゲイトループソレノイドオン信号

レジゲイトソレノイドオン信号

DADF機

ナジャーソレノイド電流

プレフィードセンサ状態

フィードモータ状態

Heat Rollerの傷・
汚れ

Document Transpot
のベルトの汚れ

画像を回転させてコピー
した時、欠陥も回転

テイクアウェイソレノイドドライブ回路

プレレジモータドライブ回路
フィード部ギア状態

HVPS Assy
IIT

プレレジモータオン信号

フィードアウトセンサ

Drumの傷

バッフル先端にト
ナー・紙紛付着

ESS PWBA不良

IIT/IPS PWBA不良

ナジャーソレノイドオン信号

線の長さは短い

線幅
レジゲイトセンサ状態

レジゲイトソレノイドライブ回路

線の色は濃く、輪郭
ははっきり
欠陥色は黒

主走査方向にブロ
ック単位で発生

原稿の種類

欠陥に周期性
カラー印刷の次に
白黒印刷をした時
に発生

レジゲイトソレノイド振動

テイクアウェイロール状態

レジゲイトループソレノイド電流

レジゲイトソレノイド電流

レジゲイトソレノイド状態

プレレジセンサ通過時間標準偏差

レジゲイトループソレノイドドライブ回路

レジゲイトループソレノイド状態

レジゲイトループソレノイド振動

プレレジロール状態

プレレジ部フィード数

レジゲイトセンサ通過時間標準偏差
レジゲイトセンサ通過時間

図 5. 横（主走査方向）線筋診断モデル
Diagnostic model of line and strike of
main-scan direction

3.2.3

図 6. 用紙トレイフィーダ部の診断モデル
Diagnostic model of paper tray feeder

紙送りトラブルのモデリング

紙送りトラブルに対するモデリングは、紙送
82
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3.2.4

エレキ系に起因する機械動作トラブ
ルのモデリング

表 6. 画質トラブル診断モデルの性能評価
Performance evaluation of image trouble diagnosis models

エレキ系に起因する機械動作トラブルでは、

最上位で一致

機械動作を制御する電子回路基板構成に基づく
モデリングを行なっている。機械動作トラブル
のモデリングは市場で発生する主要なフォルト
コード群毎に、当該フォルトコード群に関連す
る各電子回路基板およびソフトウエアを故障原
因として二元表に整理してモデリングを行なっ

2 位以内で一致

欠陥種類
縦線・筋
横線・筋
黒点・色点
地汚れ(かぶり)
白抜け
濃度ムラ
濃度低過ぎ
色味不良
解像力不足
合計

特定率
100%
100%
100%
100%
33%
67%
50%
100%
100%
82%

一致事例数
12/12
2/2
4/4
2/2
2/6
2/3
1/2
1/1
1/1
27/33

特定率
100%
100%
100%
100%
67%
67%
100%
100%
100%
91%

一致事例数
12/12
2/2
4/4
2/2
4/6
2/3
2/2
1/1
1/1
30/33

ている。故障切り分けのための証拠情報には、
フォルトコード、各種ログ情報が対応している。
複数の証拠情報を総合的に活用することにより、
診断精度を向上させることが機械動作トラブル
診断モデルの特徴である。

4. 診断モデル開発支援技術
故障診断モデルを運用していく上では、市場

図 7 に複合機の機器制御メイン基板に対する

導入後の故障頻度変化、初期モデル想定外の故

する診断モデルの例を示す。他の診断モデル同

障事象への対応、新機種に対する診断モデリン

様、各ノードの初期条件確率は、部品交換・処

グ等の課題がある。これらの課題に対応するた

置頻度情報を基に設定されている。

め、市場導入後の故障発生状況に応じて条件付
確率表を更新する機能や開発部門やサービス部
門で簡単に診断モデルを構築できる機能等を備

ESS PWB

Error Code 111-130

Error Code 111-123
ESS net

512MB Mem IF

Error Code 111-121

Error Code 111-131
512MB Mem

512MB Mem net
256MB Mem IF

えた故障診断モデル自動生成システムを提供し
ている。

Error Code 111-112
BP IF

256MB Mem

256MB Mem net

Error Code 111-153
BP PWB

ESS NVM2 IF
ESS NVM2

128MB Mem IF

Error Code 111-185

128MB Mem

BP net

Error Code 111-157

FFC IF

ESS NVM2 net

4.1

Error Code 111-188

FFC PWB

FFC net

128MB Mem net

故障診断モデル自動生成システムの
要素技術

FAX IF
Standard Mem IF
FAX PWB
Standard Mem
Error Code 111-164

MCU PWB

MCU net

Riser PWB

NVM PWBA MCU net

Riser net
G3 IF

NVM PWBA MCU IF
NVM PWBA MCU PWB

Error Code 111-165

Riser IF

MCU IF

Error Code 111-161

4.1.1

FAX net

Standard Mem net

G3 PWB

G3 net

Error Code 111-124

図 7. 機器制御メイン基板に対する診断モデル
Diagnostic model of main control PWBA

モデル構築情報の二元表管理と故障
診断モデル記述

ベイジアンネットワーク記述で診断モデルの
管理をするのが一般的であるが、専門的な知識が
なくとも理解しやすい 3 章で示した二元表で診
断モデル構築情報を管理することとし、二元表の

3.3

診断モデル性能

インポートおよびエクスポート機能を開発した。

ベイジアンネットワーク診断モデルによる故

また、故障診断モデルに特化した中間記述を

障診断では、故障原因候補となる複数の部位が

考案し、二元表とベイジアンネットワークとの

確率をともなって表示される。開発した診断モ

親和性を高めた。図 8 に故障診断モデル記述と

デル性能評価の一例として、画質トラブル診断

対応するベイジアンネットワーク記述の例を示

モデルの性能評価事例を紹介する。市場で回収

す。故障診断モデル記述には、(ⅰ)原因ノード

されたトラブルサンプルを評価サンプルとして

と証拠ノードが分類されかつ因果関係をもれな

使用した診断結果例を表 6 に示す。市場で回収

く表現、(ⅱ)故障発生比率等の簡単な確率設定

されたトラブルサンプルは、特異サンプルが多

のみ、(ⅲ)視認性が高く汎用的な処理の適用が

く含まれているにも関わらず、最上位で 82%、

可能な構造化記述(XML)、等の特徴を持ってい

2 位以内で 91%と高い確度で一致することを確

る。この故障診断モデル記述から自動的にベイ

認している。

ジアンネットワークが生成される。
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4.2

故障診断モデル記述の例

故障診断モデル自動生成システム

図 9 に故障診断モデル自動生成システムの構

<BASE>
<NODE type="NN" name="Xero">
<PARENT>C_EraseLamp C_Drum</PARENT>
<PROB>0.05 0.95</PROB>
</NODE>
</BASE>
<RESULT>
<NODE name="Sharp">
<PARENT>C_PageMem C_1stBTR</PARENT>
<STATE name="Yes">
<PROB>0.999 0.5</PROB>
</STATE>
<STATE name="No">
<PROB>0.001 0.5</PROB>
</STATE>
</NODE>
</RESULT>

成を示す。中核となる故障診断モデル自動生成
ツールは、故障診断モデル記述に対応した内部
データ構造を持っている。二元表のインポート
時はアクセスライブラリを介して取り込んだ二
元表データを内部データ構造に変換して保持し、
またエクスポート時は内部データ構造を二元表
フォーマットに変換してライブラリを介して二

ベイジアンネットワーク記述の例
(XMLBIF フォーマット)

元表出力する。

<!--Variables -->
<VARIABLE TYPE="nature">
<NAME>Xero</NAME>
<OUTCOME>Normal</OUTCOME>
<OUTCOME>Fault</OUTCOME>
</VARIABLE>
<VARIABLE TYPE="nature">
<NAME>Sharp</NAME>
<OUTCOME>Yes</OUTCOME>
<OUTCOME>No</OUTCOME>
</VARIABLE>
<!—Probability Distributions -->
<DEFINITION>
<FOR>Xero</FOR>
<GIVEN>C_Drum</GIVEN>
<GIVEN>C_EraseLamp</GIVEN>
<TABLE>0.99 0.95 0.05 0.01 0.01 0.05 0.95 0.99</TABLE>
</DEFINITION>
<DEFINITION>
<FOR>Sharp</FOR>
<GIVEN>C_PageMem</GIVEN>
<GIVEN>C_1stBTR</GIVEN>
<TABLE>0.001 0.5 0.999 0.999 0.999 0.5 0.001 0.001</TABLE>
</DEFINITION>

市場品質データベースによる確率更新時は、
データベースにアクセスして収集したデータを
確率テーブルに変換し、保持している内部デー
タ構造の確率設定部の値を更新する。
ベイジアンネットワークの故障診断モデルは、
内部データ構造から図 8 に示したようなベイジ
アンネットワーク記述に変換ライブラリを介し
て出力される。

図 8. 故障診断モデル記述の例
An example for fault diagnostic model
description and XMLBIF format

以上のように、
故障診断モデルの開発ユーザは
ベイジアンネットワークの専門的知識なしに、モ
デル構築に必要な情報は全て二元表で管理する

4.1.2

だけで容易にベイジアンネットワーク診断モデ

データベースに基づく確率自動更新

ル生成と確率更新することが可能となっている。

市場導入直後と経年使用後の故障割合が変化
したり、特定の故障に対するトラブル対策品が

5. 複合機の自動診断システム

適用された場合に故障頻度が大きく変化する等、

5.1

初期診断モデル想定外の故障発生確率が変化す

自動診断システムの構成

ると、診断精度が低下してしまう。市場導入後

前章までに紹介した技術を応用して、ベイジ

でも診断精度を保つために、市場品質データベ

アンネットワーク技術による診断モデルを用い

ースに基づき市場故障発生状況に応じて条件付

た自動診断システムを開発している。自動診断

確率表を自動で更新する機能を開発した。

システムの構成を図 10 に示す。故障診断機能

故障診断モデル構造体

市場品質
データベース

二元表

データベース

確率テーブル

確率

アクセス処理

変換

更新

BNIクラス｛
モデル属性；
故障原因ノード；
証拠ノード(結果系)；
証拠ノード(原因系)
｝

二元表アクセス

二元表←→構造体

ベイジアンネットワーク

ライブラリ

変換処理

変換

二元表インポート/エクスポート処理

故障診断モデル
記述ファイル

ベイジアンネットワーク
診断モデル

故障診断モデル自動生成ツール
図 9. 故障診断モデル自動生成システム構成図
Diagnostic model automatic generation system diagram
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は複合機のアプリケーションとして組み込まれ、

障確率の高い順に故障原因候補を出力する。

故障診断機能の一部をリモート保守センターの

複合機制御モジュールは、デバイス制御部と

サーバにも組み込むことで、オンサイト診断・

故障診断用 UI 制御部とを有する。デバイス制御

リモート診断いずれにも対応可能な構成となっ

部は、画質トラブル診断時には複合機のプリン

ている。さらにリモート保守センターサーバは、

ト機能やスキャン機能を制御してテストチャー

市場品質データベースにアクセスして診断モデ

ト出力やテストチャートの読み込みを行ない、

ルを定期的に更新する機能を有する。この機能

紙送り系トラブルやエレキ系トラブル診断時に

により、リモート診断では常に最新の市場トラ

は複合機の各種記憶部にアクセスして搬送タイ

ブル情報を反映したより精度の高い診断を実現

ミング等のセンサ情報やログ情報の取得等を行

することが出来る。

なう。そして取得したデータを故障解析モジュ

故障診断機能（オンサイト診断時）の詳細に

ールに送る。故障診断用 UI 制御は故障原因推定

ついて説明する。故障診断機能は、故障解析モ

モジュールから出力された結果を基に、複合機

ジュール、故障原因推定モジュール、複合機制

の UI 機能を制御して故障確率の高い順に診断

御モジュールで構成されている。

結果をユーザに提供する。

故障解析モジュールは、画質トラブルに関し

リモート診断の場合は、複合機内の故障解析

てはトラブルの発生したプリント出力のスキャ

モジュールにて抽出された情報はネットワーク

ン画像を、紙送り系トラブルに関しては搬送タ

を通じてリモート保守センターサーバに送信さ

イミング等のセンサ情報を、エレキ系トラブル

れ、保守センターサーバ側の故障原因推定モジ

に関しては各種ログ情報を主に解析して診断に

ュールで診断を行なう。そしてセンター端末の

必要な情報を抽出する。

UI を介して診断結果をオペレータに提供する

故障原因推定モジュールは、トラブル種類毎

ことで、オペレータはその内容を基に顧客やエ

に開発した診断モデル群、故障解析モジュール

ンジニアに対応を指示することが可能となる。

にて抽出された情報と診断モデルとを用いて故
障原因候補の故障確率を計算する推論エンジン、

5.2

画質トラブル診断への適用例

推論エンジンでの計算結果を基に故障原因候補

自動診断システムの具体例として、各種トラ

を抽出する故障原因候補抽出部、とを有し、故

ブルの内一部ユーザ操作を必要とする画質トラ

複合機

市場品質データベース

故障診断機能
故障解析モジュール
画質トラブル
画像解析

用紙搬送
タイミング解析

ログ解析

診断情報
（リモート診断時）

診断情報（オンサイト診断時）
故障原因推定モジュール

リモート故障診断機能
複写機制御
モジュール

推論エンジン
診断モデル
故障原因
候補抽出

保守センターサーバ

デバイス制御

故障原因推定モジュール
推論エンジン
診断モデル

故障診断用
UI制御

故障原因
候補抽出
故障診断用
UI制御

複合機機能
UI表示

スキャン

プリント

HW Diag

fault/
history logs

通信

sensing
data

診断モデル
自動更新

センター端末機能
UI表示

通信

図 10. 自動診断システム構成図
Automatic diagnostic system diagram
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ブルに対する診断システム（オンサイト診断）
を紹介する。他のトラブルの診断ではユーザ操
作を含まないため、構成としては画質トラブル

表 7. 自動診断システム性能
Performance of Automatic diagnostic system

診断システムのサブセットとなる。
画質トラブル診断システムの処理フローを図

項目

達成
レベル

自動診断処理
モジュールサイズ

810KB

診断モデル
ファイルサイズ

240KB

ワークメモリ
サイズ

50MB

・A4 サイズチャート
・300dpi スキャン

平均自動診断
処理時間

6sec

・A4 サイズチャート
スキャン開始から自動
診断処理終了まで
・CPU：Pentium 3GHz

分類

動作条件

11 に示す。本システムでは、まずユーザが複合
機の UI を介して画質トラブルの種類を選択す
ることで、対応するテストチャートを出力する。

処理性能

そして出力したチャートを複合機のスキャナに

備考

て読み込んだ後、自動診断処理を開始する。画
質トラブル診断システムの故障解析モジュール
は、読み込んだ画質トラブル画像を解析してよ

6. おわりに

り詳細な画質トラブル種類判定とその種類に応

複合機は、電子部品/機械部品/高分子材料等の

じた不具合の特徴量抽出を行ない、その結果を

多様な要素から構成される複雑なシステムであ

故障原因推定モジュールに送る。故障原因推定

り、突発性/磨耗系の各種トラブルが発生し、現

モジュールは、判定された画質トラブル種類に

状機器性能の維持にはサービスエンジニアが不

対応する診断モデルを選択し、不具合の特徴量

可欠となっている。我々は、エキスパートエンジ

を証拠情報として選択された診断モデルと共に

ニア in 複合機を目指して、ベイジアンネットワ

推論エンジンに入力することにより故障原因の

ーク技術によるインテリジェントな故障診断シ

推定を行なう。そして、複合機の UI に診断結果

ステムを実現するための要素技術、システム技術

を故障確率の高い順に表示することでユーザに

を開発し、その実現性を示すことができた。

診断情報を提供する。

ベイジアンネットワーク技術は、事前知識と
様々な現象の観察から物事を総合的に判断する

画質トラブル種類選択
&テストチャート出力

人間の思考に近いシステムを実現することがで
ユーザ操作
ユーザ操作
複写機制御モジュール
複写機制御モジュール

テストチャートスキャン

き、大きな変革を起こす可能性のある技術である。
今後、ベイジアンネットワーク技術をさらに発展
させ、トラブル発生後の診断だけでなく、トラブ
ルを未然に防止する自律型システムを目指して

画質トラブル種類
詳細判定処理
故障解析モジュール
故障解析モジュール

開発を行なう予定である。

特徴量抽出処理

7. 謝辞

診断モデル選択処理
故障原因推定モジュール
故障原因推定モジュール
故障原因推定処理
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診断結果表示

複写機制御モジュール
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図 11. 画質トラブル診断システムの処理フロー
Image quality diagnostic flow

このシステムを複合機システムのアプリケー
ションとして実装を行なっている。複合機システ
ムに組み込んで動作させた時のシステム性能例
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産
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