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1.	概　要
Orchard	Tequiraは、製品品質向上／歩留まり向上、装置稼動
率向上を実現するためプロセスデータを解析する際に、最も手間
のかかるデータの可視化・加工から解析までを、スピーディかつ
シームレスに実現するツールです。
さらに、ここで作成した管理モデルを自動実行することで、装置監視
をリアルタイムで実施し、異常や予兆検出することで装置の安定
稼動につなげることができます。

■	プロセスデータ解析フロー

品質に影響のあると思われるデータの収集

材料、プロセス、検査、分析等の品質関連情報の紐付け

蓄積したデータを分析して、重要管理ポイント（KPI）の発掘

重要管理ポイントのリアルタイム管理、SPC管理

社内、客先に向けての製品個別の品質レポートの発行

1.1	導入効果

■	製造データ解析システム運用・構築で製品品質向上／
歩留まり向上

・	プログラミングレスで柔軟なデータ加工により作業を
大幅に効率化できます。

・	様々な製造データ、検査データを一つのツールで可視化
加工、解析可能のため、今まで手が廻らなかった解析を
実践でき、多様な角度からの品質向上検討を実施できます。
（主な統計解析手法もサポート）

■	EEQA/EEQM実施による装置稼働率向上
・	EEQAモデルを手軽に構築/管理
・	装置やサービスの付加価値向上
・	品質確認、管理業務の合理化
・	納入、立上げをスムーズに
・	出荷検査の合理化、自動化
（注）	用語の説明：EEQA/EEQM
	 半導体製造業界　一般的に使われる用語です。
	 	 EEQA：Equipment	Engineering	Quality	Assurance
	 	 EEQM：Enhanced	Equipment	Quality	Management
	 EEQAは高度な装置品質保証、EEQMは高度な装置品質管理を意味し

ます。

1.2	特　長
	• データトリートメント機能
異常や装置のプロセス品質を代表する特徴量を、プログラミング
レスで抽出（切り出し、代表値化）できます。

	• 統計解析機能
データトリートメント機能によって得られた特徴量に対して、統計
解析が行えます。
検査データや他装置のデータを追加し、必要に応じた挙動解析が
行えます。

	• 監視機能
作成した管理モデルを自動実行し、装置監視する機能もあります。
異常発生時や予兆時に外部出力することもできます。

2.	システム構成
Orchard	Tequiraは、三つの機能に大別されます。

①	Modeler（モデラー）：解析ご担当向け
データ取込⇒特徴量抽出⇒統計解析により、プロセスデータ解析を
実施します。（オフライン機能）

②	Executor（エクゼキュータ）
Modelerで作成した管理モデルを自動実行し、装置監視します。

③	Viewer（ビュワー）：装置保守ご担当向け
Executorで装置監視中の状態を表示します。
Modelerの画面とほぼ同じですが、表示のみの機能です。

•	 Modeler単独でオフライン解析実施

Modeler

データをTTF（テキーラ　テキストファイル）
で入れます。 

•	 ModelerとExecutorの組み合わせで解析と監視を並行実施

Ethernet 

 

Modeler  （または Viewer：監視のみ）

 

* イントラネット利用などセキュリ
ティ対策が必要な場合にはセキュ
リティゲートウェイなどをご利用
ください。

セキュリティ
ゲートウェイ *

Executor データをTTF（テキーラ テキストファイル）
で入れます。 

ExecutorとModelerは同一ハードウェア上で動作できません。
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3.	用語説明
用　語 説　明

コンテキストデータ 装置 ID、レシピ IDなどのデータが、どのような状況で取得されたのかを表す属性情報です。
例：レシピ、チャンバ、ロット名など

トレースデータ 装置のセンサから取得された時系列データです。

トリートメント 異常や装置のプロセス品質を代表する特徴量を抽出（切り出し、代表値化）することです。
BTP（Batch	Treatment	Plan）によって、生データ⇒代表値（サマリデータ）化されます。

バッチトリートメントプラン
（略称：BTP） トリートメント実施のときの代表値算出方法です。

合成変数 センサデータの移動平均値のような、BTPによって新たに算出される時系列データです。
Tequira テキストファイル
（略称：TTF） Tequira に取り込まれる前の、コンテキストデータとトレースデータが格納されたテキストファイルです。

DCP
Data	Collection	Plan の略語
Tequira では基本的にチャンバを想定し、装置と管理モデルの中間に位置する管理単位です。
（Windows のフォルダのイメージ）

管理モデル

以下の３つの集まりです。
•	 実行条件	：コンテキストデータによるフィルタ条件
•	BTP	 ：代表値（サマリデータ）算出方法
•	 SPC 設定	：サマリデータに対するバンド判定とWECO判定

4.	機能仕様
■	Modeler（モデラー）
Modelerはオフラインで、データ取込⇒特徴量抽出⇒統計解析により、プロセスデータ解析を実施します。
主な機能は下表のようになっています。

機　能 概　要

データ変換・データインポート 元になる生データをTequira で処理できるデータ形式に変換し、データを取り込む機能です。
ツールメニューから実行します。

プロジェクトの管理 解析対象データの管理を行う機能です。
プロジェクトブラウザで管理します。

データの可視化
データをわかりやすく可視化する機能です。
データ表示用のグラフ表示と一覧表が連携され、わかりやすく表示されます。
（関係する情報をドリルダウンで表示していけます）

トリートメント（特徴量抽出） 生データを加工して特徴量を算出する機能です。
BTPの単位で実行します。

代表値の SPC判定方式の設定と
判定実行

トリートメントによって生成された代表値に対して、SPC判定方法を設定し、判定を行う機能です。
SPC判定メニューで実行します。

代表値の統計解析

トリートメントによって生成された代表値に対して、統計解析を行う機能です。
統計解析メニューで実行します。
統計解析については下記を標準で用意しています。
•基本統計量	 •相関係数	 •対散布図
•重回帰分析	 •主成分分析	 •クラスタ分析	 • PLS

•	画面例
BTPエディタ画面（生データ⇒代表値（サマリデータ）化する画面）
各装置や管理モデル単位で、作業に必要な画面がタイル表示され
ます。見やすく効率的に作業できます。

サマリデータ表示BTP編集

対象の各装置や
管理モデルを選択 データリスト トレースデータ表示（生値）

代表値のSPC管理画面（例）
管理値一覧を含め、グラフ表示します。

メニュー（SPC） データ一覧 SPC判定結果

代表値グラフ（管理値表示） 管理値一覧／WECOルール設定
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■	Executor（エクゼキュータ）
Modelerで作成した管理モデルを自動実行し、装置監視するための機能です。通常Modelerとセットで使用します。
主な機能は下表のようになっています。

機　能 概　要

Modeler からの
操作・監視

Executor の操作・監視はModeler で実施します。下記操作・監視機能があります。
•	 Modeler で作成 /編集した管理モデルをExecutor に組込（ダウンロード）
•	 Executor で稼動中の管理モデルをModeler に取得（アップロード）
•	 Executor の状態を参照・更新

TTF読込み TTFを読み込み、管理モデルに従って代表値の算出と SPC判定を行います。
代表値データ出力 Modeler で作成した管理モデルによる代表値計算結果を、ファイルで外部出力します。
SPC判定結果通知 Modeler で作成した管理モデルによる SPC判定結果を、ファイルとメール送信で外部出力します。

ファイル削除 保持期間を経過したログファイルや、一時バックアップファイルの削除を行います。
（保存期間の初期値は２日間で設定変更可能）

システム監視 •	 Executor の動作を監視する機能です。
•	 Executor のシステム異常検出時に画面表示、メール送信することも可能です。

■	Viewer（ビュワー）
ViewerはModelerと同様の画面を持っていますが、見るだけの機能で、管理モデルの作成などの作業はできません。
主に装置管理ご担当の方など、管理モデルを組み込んだ装置の稼働管理のために使用します。
Viewer	では、Executor	が収集・計算した下記データを見ることができます。

データ 概　要

コンテキストデータ
（Context	Data）

コンテキストデータは、データがどのような状況で作成・取得されたかを示す情報です。
データの検索・フィルタリングなどを行うために使用します。

トレースデータ
（Trace	Data）

トレースデータは、一定周期でサンプリングされたデータです。トレースデータに分類されるデータは、センサの
データやBTP	によって生成される派生変数があります。

代表値
（Summary	Data） BTP	によってトレースデータや代表値から生成される名前を持った値です。

イベント
（Event	Data） BTP	によってトレースデータや代表値から生成されるトレースデータ内での時刻を表すものです。

区　間
（ZoneData）

BTP	によってトレースデータや代表値から生成されるトレースデータ内での区間を表すものです。
代表値は、区間に対して生成されます。

•	画面例
トリートメント結果表示画面 SPC判定結果表示画面
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5.	動作環境
■	Modeler（モデラー）/Viewer（ビュワー）
•	ハードウェア動作環境

IBM	PC/AT互換機
CPU Intel	Core2	Duo　2.5GHz 以上を推奨
メモリ 2GB以上を推奨
HDD 100GB	以上を推奨

•	ソフトウェア動作環境

適用OS Microsoft	Windows	XP	SP3（32bit）、Windows	7	SP1（32bit/64bit）
その他 .Net	Framework	3.5	SP1

■	Executor（エクゼキュータ）
•	ハードウェア動作環境

IBM	PC/AT 互換機
CPU Intel	Core2	Duo	E6550　2.33GHz 以上
メモリ 4GB以上
HDD 500GB 以上　RAID構成
注1：Executorではパフォーマンス確保のためDualCore必須です。

•	ソフトウェア動作環境

適用OS Windows	Server	2008	R2	Service	Pack1	Multilingual	User	Interface	Language	Packs
データベース SQL	Server	2008	R2	Express	with	Tools

システム監視 MSMQ（Microsoft	Message	Queuing）サービス
SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）サービス

その他 .Net	Framework	3.5	SP1
注1：	OSのCALについては必要数をご用意ください。

•	ネットワーク環境

ネットワークプロトコル プロトコル：TCP
ポート：8081

共有フォルダ

「Storage	フォルダ」は以下の設定が必要です。
・	Windows 共有フォルダであること
・	Executor	を実行するアカウントで、アカウント情報の入力を行わずに、読取／書込可能であること
・	Viewer、Modeler	を利用するユーザーおよびPC	から、アカウント情報の入力を行わずに、読取可能であること

メール通知
（判定結果の通知） SMTP サーバが必要です。
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6.	ライセンス体系

基本形番
選択形番

仕　様
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

FNV-TQ Orchard	Tequira ライセンス
10 レリース識別子	10:R100/R110

J 日本語版
MD3 ［エンドユーザ向け］Modeler 新規ライセンス× 3個（納入事業所内でご使用ください）
MDA ［エンドユーザ向け］Modeler 新規ライセンス× 1個（納入事業所内でご使用ください）
MS1 ［装置メーカ向け］Modeler ライセンス× 1個
ED1 ［エンドユーザ向け］Executor ライセンス× 1個
ES1 ［装置メーカ向け］Executor ライセンス× 1個＊（対象装置台数は 1装置です）
VD1 ［エンドユーザ向け］Viewer ライセンス× 1個（ユーザ /デバイスアクセス）
VS1 ［装置メーカ向け］Viewer ライセンス× 1個（同時アクセス）

なし ライセンス認証のみ（ハードウェア・プロテクションキー「FNV-TQEKEYU」別途必要）【Excecutor】
X ハードウェア・プロテクションキー不要【Viewer】
U ハードウェア・プロテクションキー（USBポート版）× 1個、【Modeler】

FNV-TQEKEY U Excecutor 用ハードウェア・プロテクションキー
FNV-TQM Orchard	Tequira メディア

10 レリース識別子	10:R100/R110
M Modeler 用メディア
E Executor メディア
V Viewer 用メディア

J8 日本語版
なし ハードウェア・プロテクションキー必要【Modeler、Excecutor】
X ハードウェア・プロテクションキー不要【Viewer】

＊ハードウェア・プロテクションキー :Modeler はライセンス同梱、Excecutor は別形番、Viewer は不要となっています。

7.	ソフトウェア保守契約
初年度からソフトウェア保守契約締結が必要です。

8.	付帯サービス
サービス名 内　容

インストールサービス Executor のインストール作業を支援します。
（Modeler のインストールはご自分で簡単にできます）

トレーニング 導入を推進するキーマンのためのトレーニングです。
基本操作、設定方法の習得を目的としています。

コンサルティング 実際のデータを使った解析をサポートします。



6

Azbil Corporation No. SS1-TQS111-0001



7

Azbil Corporation No. SS1-TQS111-0001



8

Azbil Corporation No. SS1-TQS111-0001

北海道支店
東 北 支 店
北関東支店
東 京 支 社

（011）781-5396
（022）290-1400
（048）621-5070
（03）6810-1211～2

中 部 支 社
関 西 支 社
中 国 支 店
九 州 支 社

（052）324-9772
（06）6881-3331
（082）554-0750
（093）285-3530

（25）

本　社 〒100-6419 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル

お問い合わせは、弊社事業所へお願いいたします。

本資料からの無断転載、複製はご遠慮ください。

〔ご注意〕この資料の記載内容は、お断りなく変更する場合もありますのでご了承ください。

☎
☎
☎
☎

☎
☎
☎
☎

〈アズビル株式会社〉　http://www.azbil.com/jp/
初版発行：2014年8月
印　　刷：2014年8月	（初版）

	• Orchard	Tequira、PREXIONはアズビル株式会社の登録商標です。
	• Windowsは米国Microsoft	Corporationの米国及びその他の国における商標、または登録商標です。
	• Ethernetは米国ゼロックス社の登録商標です。
	• その他本文中に記載している製品名、機種名、社名は各社の商標、または登録商標です。
	• ここに記載されている製品は特にお断りがない限り標準製品です。


