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要 旨 

従来のルールベースによる異常検知の限界や，機械学習モデルを構築するときに必要な異常時のデータの少なさ，特徴量抽出などの問

題に対する異常検知モデルとして，機械学習（オートエンコーダによる特徴量の自動抽出と LOFによる異常検知）を用いたモデルを提
案する．モデルの検証として，擬似的なデータを用いた検証を行い，異常検知の精度から最適なモデルの導出等について検討する． 

1. 緒言 
昨今，生産分野では IoT 化が進展しつつあり，センサからリア

ルタイムで取得したデータを利用し、機械学習を用いた異常検知

がしやすくなりつつある．そうした中で，従来のルールベースの
異常検知の限界から，近年，機械学習などを利用した多くの異常
検知の手法が提案されている[1]． 

しかし，そうした多くの異常検知の手法では，得られた時系列
データから人の手で特徴量を抽出する必要があるために，リアル
タイム性に欠けるという欠点があった．また，実際の生産分野で

は異常というのは頻繁に起きるものではなく，機械学習モデルを
構築するのに必要な教師データとして，十分な数の異常データを
そろえるのは困難であるなどの問題もある． 

こうした諸問題に対応するため，私は正常データのみで学習し
た AE(Autoencoder)を用いて，実測データから自動的に抽出した特
徴量を使用し，機械学習の手法の一つである LOF(Local Outlier 

Factor)により，異常を判定する方法を提案し，その性能を検証し
た． 
 

2. AE(AutoEncoder)による特徴量抽出 
AE は深層学習(ANN)の一種であり，図 1に示すように入力層と

出力層の数が等しく，また入力 x を出力層の教師データとして使

うのが特徴である．学習の結果，出力が入力と一致(�̂� =  𝑥)するこ
とになる.したがって，AE は自己復元ができる特殊な ANN であ
ると言える． 

  これまで AE は学習過程における勾配消失と過学習の対策に用
いられてきたが，最近では次元削減やノイズ除去にも効果が認め
られるようになった．本研究では，隠れ層には入力層を完全に復

元できることに着目し,隠れ層には入力データの特徴全てを含有
しているという考えに至った．したがって，数隠れ層の数を最適
化すれば，入力データの特徴量が圧縮された形で自動抽出するこ

とが可能である． 
 また，正常データのみで学習することで，正常データは正しく
復元出来るが，異常データ（学習されていないデータ）について

は，正しく復元出来ない．そのため，隠れ層からの出力について
も，正常データを入力した場合は，一定範囲に密集し，異常デー
タが入力された場合は，正常データを入力した場合の特徴量とは

異なる特徴量が得られるのではと推測できる． 
 
3. LOF(Local Outlier Factor)による異常検知 

特徴が類似した正常データは特徴空間内で密集するのに対し，
異常データは離れて疎らに存在する．この特性に着目して，図 2
に示す特徴空間内における入力データ P の局所密度と k 近傍の平

均密度の比によって異常度をスコアリングする LOF が提案され
ている[2]．特徴空間内にあるデータ群の任意の点に対して式(1)に
従い，周囲のデータ点 k 個との距離から密度を求め，式(2)に基づ

き，自身の密度と近傍点𝑘個との密度を比較することで，データの
各点に対して LOF 値を算出する．こうして，算出された LOF 値
は，周囲とデータの密度が等しい場合は 1 近傍の値となり，密度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ AEアーキテクチャ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2  LOF 原理 

表１ 実施条件 
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が低い．つまり，他のデータ点との距離が離れているほど，大き
な値となる． 

本研究では，AE の隠れ層より抽出した特徴量(𝑎1, 𝑎2)に対して
LOFを適用し，式（2）で得られる LOF 値を使って異常度を定量化
する。 

 
4. 検証結果 
4.1 擬似的なデータに対する検証結果 

 まず，擬似的に生成した正弦波𝑥 = sin(2𝜋𝑓𝑡 + 𝜙)を正常データ
とし，それに正規乱数(𝜇 = 0, 𝜎 = 1)を加えたものを異常データと
する．AE の学習過程においては位相のみを0 ≤ 𝜙 < 2𝜋に変化させ

た正常データ 1000セットを用いて学習した．これにより，正常デ
ータは完全に復元できるが，正常と異なるデータが入力された時
には，完全に復元できない．次に，異常データとして正常データ

に平均 0標準偏差1の乱数をノイズとして加えたデータを作成し，
検証用として正常データと異常データの比が 9：1 で混合された
1000セットのデータを用意した．その他の条件は表１にまとめた． 

AE より抽出した特徴空間内で，LOF(k=21)で異常検知を行い[3], 
算出された LOF 値のヒストグラムを図３に示す。青が正常データ
の LOF 値の分布を，赤が異常データの LOF 値の分布を示してい

る。図 3からは，正常データの LOF値が１近傍に密集する一方で，
異常データのLOF値は 1～10程度まで幅広く分布していることが
見て取れる．また，このときの閾値となる LOF 値の値は 1.008と

なった．結果としては，正常データの内 2 点を，異常データの内
5 点を誤答したが，それ以外については，すべて正しく判別でき
た。 

また，図４は近傍数𝑘による本提案モデルの判別性能を示す．こ
のグラフからは，近傍数𝑘が 20～30 程度の時，正解率／適合率／
再現率がともに 0.98 程度と，高いことが分かる。 

 
4.2 実測データに対する検証結果 
次に，実測したモータ動力の出力波形を用いた場合の検証結果

を示す。図５(a)には，無負荷時の動力波形とフーリエ変換の結果，
(b)には10%の負荷を加えた時の動力出力波形とフーリエ変換結果
を示す．このように時間ドメインおよび周波数ドメインのいずれ

においても，見た目では両者の差異はほとんど判別できない． 
 そこで，任意に採取した（位相が異なる）無負荷時の動力波形
2500 セットを正常データとして，使って AE を学習させ，続いて

9：1 の割合で構成した無負荷時と負荷時のデータ 2000 セットを
入力して，LOF による異常検知（判別）を行なった． 
図 6 は，近傍数 k を変化させたときの適合率，正解率，再現率

の推移を示す．このグラフからは，k＝500,2300前後の時，適合率
が 1.0，正解率，再現率が共に 0.9 前後と最も精度が良いことが
分かる． 

 
5. まとめ 
１) AE と LOF を組み合わせて，入力データから特徴量を自動

で抽出し，異常検知を行う，モデルを開発した． 
２) このモデルは擬似的なデータ（人工的に生成した正弦波）や

実測データに対して高い精度で異常を検知した． 

３) 擬似的なデータと実測データに対して，正解率，再現率，適
合率などを最適にする近傍数ｋを求めた． 
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図３ LOF値ヒストグラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 近傍数 k と正解率，適合率，再現率 

 

 

 

 

 

 

図５(a) モータ動力の出力波形とフーリエ変換（無負荷） 

 

 

 

 

 

 

図５(b) モータ動力の出力波形とフーリエ変換（10%負荷） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 実測データでの近傍数 k と正解率，適合率，再現率 
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