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現在の生産分野では、IoT によるデータのデジタル化が進んでいる．このことから，これまでの熟練作業者やルールベースによる異常検知から

機械学習の手法によるアプローチが可能となった．今回，HHT とよばれる信号解析手法と CNN とよばれるニューラルネットワーク構造を併

せて用いた異常検知方法を提示する．また，疑似的なデータを用いてこのモデルの有用性について検証し，今後の改善点を提示する．

 

1. 緒 言 

現在の生産分野では、IoT(Internet of Things)によるデータのデジ

タル化が進んでいる．このことから，これまでの専門家による判断で

の異常検知から機械学習の手法によるアプローチが可能となった．今

回私は，HHT という信号解析手法と VGG16 というニューラルネッ

トワークを用いた異常検知方法を考案・開発・検証する． 

2. HHT+VGG16 モデル  

HHT(Hilbert-Huang Transform)[1]は 1998 年に提案された比較的

新しい解析手法であり，大きく分けて 2 つの工程がある．初めに

EMD(Empirical Mode Decomposition)と呼ばれる手法を用いて波形

データを単純な固有振動モード(Intrinsic Mode Function : IMF)に分

解する． 

図 1 は今回の異常検知方法を評価するために使う疑似データの例

であり，入力𝑥は次式で表される． 

𝑥 = 𝑎 sin(2𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑡 − 𝜙) + 𝑏 + N(0,  std)    （１） 

ただし，𝑎 = 0.991, 𝑓 = 4.995, 𝑏 = −0.0155, std = 0.00162, 𝜙 = 0.328

である．この𝑥をEMDにより分解した結果を図1の IMF[1]と IMF[2]

に示す．入力波形である𝑥がノイズ成分である IMF[1]と主成分であ

る IMF[2]に分解されていることがわかる． 

次に，分解した各 IMF に対して Hilbert Spectrum 解析と呼ばれる

手法を用いて瞬間周波数と瞬間振幅を同時に求めることができる．図

２には求めた IMF[1]と IMF[2]のそれぞれの瞬間周波数と瞬間振幅

を示す．この 3 次元グラフを time-amplitude 平面に投影したものが

図 3 である．今回この投影図を160 × 160画素として VGG16 の入力

画像に用いる． 

 VGG16[2]は CNN(Convolutional Neural Network)の代表的なモデ

ルであり，画像に関して特化したニューラルネットワーク構造である．

画像を入力に用い，それぞれの層で計算し合い，最終的に�̂� ∈ [0~1]

の値を出力する．ここで 0.5 以下を異常，0.5 以上を正常とする．そ

のアルゴリズムを図４に示す．今回の学習において，大規模なカラー

写真のデータベース ImageNet を用いて既に学習された重みを初期

値としている．そして，図 4 に示した範囲を再学習させている． 

3. 疑似データによる検証 

今回使う疑似データは，式（１）の𝑎, 𝑓, 𝜙, 𝑏, stdの５つの要素を変

化させて作成する．要素ごとの正常範囲は図 5 の緑部分，異常範囲

を赤部分とする．一要素でも赤いライン上にあれば異常データとし

ている． 

 また，疑似データによる結果を評価するために疑似データの正常

と異常の境目が１となるように正規化する．正規化した要素には添え

字𝑛を付け，入力波形𝑥の abnormality の指標を，𝛼として次のように

定義する． 

𝛼 = √𝑎n
2 + 𝑓n

2 + 𝑏n
2 + stdn

2           （２） 

 
図１ 疑似データと EMD による IMF への分解 

 

 

図２ HS 解析による結果 

 

 
図 3  HS 解析結果 amplitude-time 平面への投影図 
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この条件の下，正常データ 1500 枚，異常データ 1500 枚を作成す

る．計 3000 枚のうち 1600 枚を学習データに，400 枚を検証データ，

残り 1000 枚をテストデータとする．  

図 6 は VGG16 の学習過程である．縦軸の accuracy とは，VGG16

が入力画像の正常か異常かを判断したときの平均正答率を表してい

る．青線は学習データによる accuracy，赤線が検証データによる

accuracy を表している．どちらも最終的には 95％以上の正答率があ

ることがわかる． 

次にテストデータ 1000 枚を予測したときの結果が図 7 である．𝛼

が 2.5 の付近から正常と異常がはっきりと分かれていることが見て

取れる．実際，図 6 は正常データ 500 枚中 487 枚が 0.5 以上で，異

常データ 500 枚中 470 枚が 0.5 以下となっている．この場合テスト

データの accuracy は0.957となる． 

図７では５つの要素がランダムに設定されたときの関係を表した。

今度は𝑓と𝜙はランダムに，それ以外の 3 つの要素𝑎, 𝑏, std は正常範囲

内でランダムに設定したときの frequency と出力�̂�の関係を図８に示

す．frequency が異常範囲であってもほとんどの場合で出力が 0.5 を

下回ることがなかった．このことから，このモデルは frequency の変

化に鈍感であることがわかり，その理由としては２つ考えられる． 

１) このモデルはテストデータによる accuracy は高いので，一要素

の正常範囲内外での区別ではなく abnormality のような総合的

な指標で異常か正常かを分けている． 

２) frequency の正常範囲がせまくうまく学習できていなかった． 

4. 結 言 

本研究ではHHTとVGG16を用い時系列データの解析および予測

を行った．最終的に得られた結果を以下に示す． 

１）HHT と VGG16 を使った新しい異常検知モデルを実装すること

ができた． 

２）疑似データによる検証ではテストデータの accuracy が 0.957 と

一見高い精度が出たが，異常検知モデルと考えるとまだ精度の向

上が必要である． 
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図 5 疑似データの正常範囲と異常範囲 

 

 
図６ VGG16 の学習過程 

 

 
図７ テストデータの𝛼と出力�̂�の関係 

 

 
図８ frequency の変化と�̂�出力の関係 
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