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プラントには同じようなプロセスまたは設備が複数存在する。しかし，プラント内を流れている流体，その流

速や温度などの物理的条件はそれぞれ異なる。プラント内の異常を検知するために，教師あり学習による機械学

習を用いてモデルを作成しようとすると，これらのすべてのプロセスまたは設備においてトレーニングデータを

収集する必要があるため，コスト面で問題がある。また，プラントによっては異常の発生頻度が極端に少なく異

常状態のデータ取得が困難な場合があり，教師あり学習でモデルを作成することの妨げとなっている。しかし，

あるプロセスまたは設備のトレーニングデータを，他の同じようなプロセスまたは設備に適用してモデルを作成

することができれば，これらの問題を解決することができ，機械学習の適用範囲を拡大することが期待できる。

本稿では，教師あり学習が持つ問題を解決するアプローチとして転移学習に注目し，多くの設備で発生する同一

現象であるキャビテーションの検知に転移学習を適用する実験を試みたのでここに紹介する。

In the process industry, plants have similar processes and equipment, whereas fluids that flow 
through and their physical properties such as velocity and temperature, differ. Therefore, when 
creating a model for detecting abnormalities by using conventional supervised learning, it is 
necessary to collect training data from such multiple processes and equipment, which increases 
the cost. In addition, abnormalities rarely occur in some plants, making it difficult to obtain 
data on abnormalities and create models by using supervised learning. These problems can be 
solved by applying the training data from another process or equipment to create models, thus 
extending the scope of machine learning. This paper describes Yokogawa’s approach to solving 
these problems, and an experiment in which we applied transfer learning to the detection of 
cavitation, which commonly occurs in many facilities.

1. はじめに

近年，プラント業界における AI 技術への期待は高く，
横河電機でも AI 技術を活用したビジネスを進めている。
例えば，機械学習を用いてプラントのセンサデータを解
析し，プロセスの状態監視や設備の異常予兆検知等に適
用する取り組みを既に発表している (1)(2)。その中でも，
教師あり学習のアプローチは，対象となるプロセスまた
は設備のセンサからトレーニングデータを取得し，正常・
異常状態をあらかじめ設定したうえで，それらの学習を
基に異常検知モデルを作成・適用するものである。しか
しながら，このアプローチでは，初めに同一プラント内

に複数存在する，異なる物理的条件下（流れている流体・
流速・温度など）にある同じようなプロセスまたは設備
のそれぞれに対してトレーニングデータを個別に取得す
る。次に，それらのデータを基に学習して，プロセスま
たは設備ごとの異常検知モデルを作成する必要があり，
コスト面で問題がある。また，プラントによっては，異
常の発生が極端に少なく正常状態のデータは取得できる
が異常状態のデータの取得が困難なことがあり，教師あ
り学習のアプローチではモデルが作成できないという問
題が発生する。しかし，あるプロセスまたは設備で取得
したトレーニングデータを，異なる物理的条件下にある
同じようなプロセスまたは設備に適用し，異常を検知す
るモデルを作成することができれば，このような問題は
解決し，プラントでの AI 技術の適用拡大が期待できる。
本稿では，上述の問題解決のためのアプローチとして転
移学習に注目し，転移学習を異なる設備で発生するキャ
ビテーション検知に適用した事例を紹介する。
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2. 転移学習の概要

転移学習とは，あるドメインで学習したデータや知識
を関連する別のドメインに適用させる手法のことを言う。
学習に使用できるデータが少量しかないタスクに対して，
データ量が多いタスクで学習したデータや知識を利用す
るのが一般的な転移学習の枠組みである。転移学習によ
り，多くのデータが入手できるドメインで学習した知識
を，少ないデータしか入手できないドメインに適用して
モデルを作成することが可能となる。
転移学習についての説明の前に，一般的な機械学習の

手法である教師あり学習を説明する。教師あり学習は，
あるドメインの正常・異常状態を示すトレーニングデー
タを取得・学習し，異常を検知するモデルを作成する手
法である。この手法で作成されたモデルは，同じドメイ
ンの学習済みの異常を検知することができる。つまり，
教師あり学習では，図 1のように，ドメイン Aで作成さ
れたモデルはドメイン Aのみに適用し，ドメイン Bで作
成されたモデルも同様にドメイン Bのみに適用する。
一方，転移学習は，あるドメインにおいて学習済みの

トレーニングデータがあるとき，それを利用して，別ド
メインに適用するモデル，すなわち別ドメインの異常を
検知することができるモデルを作成する手法である。一
般的には，図 2のように，データ量の多いドメイン（ド
メイン A）の学習済みのトレーニングデータを，トレー
ニングデータが無いもしくは少ない，関連のあるドメイ
ン（ドメイン B）に利用するアプローチが取られる。

図 1 教師あり学習

図 2 転移学習

3. キャビテーション検知への転移学習の適用実験

キャビテーションは，液体の流れの中で圧力差によ
り短時間に泡の発生と消滅が起きる物理現象で，プラ

ントでは配管内でよく発生する現象として知られてい
る。キャビテーションが発生すると，タービンやポンプ
といったプラントの高価な設備に，深刻かつ回復不能な
ダメージを与えてしまう恐れがある。そのため，機械学
習を用いて配管内の流体のデータからキャビテーション
を検知することができれば，これらの設備に深刻なダ
メージを与える前に，現象を捉えて対処することができ
る。また，キャビテーションは，配管内で発生する現象
であるため，外側から検知することが難しい。そのた
め，キャビテーションが発生したことがわかっている既
知のデータセットから学習したモデルを，別のプラント
に適用できることは非常に有益である。したがって，今
回，複数の物理条件下におけるキャビテーション発生時
のデータを使い，転移学習がキャビテーション検知に適
用できるかどうかを検討した。

3.1 実験環境
転移学習の実験では，２つの異なる環境下でのトレー

ニングデータセットとテストデータセットが必要になる。
そのため，図 3のような実験環境を，物理的な場所が異
なるサイト Aとサイト Bに用意した。サイト Aとサイト
Bは物理的な場所のほかに，使用中のポンプの種類・ポ
ンプ出力・室温・パイプの直径が異なる。ポンプの両側
に接続された圧力センサで静圧，差圧，およびそれらの
変動を測定した。図 3の下側のバルブを固定して上側の
バルブのみを操作し，流体圧力を変化させることでキャ
ビテーションを発生させた。キャビテーションの発生部
分であるポンプには，表面が透明なアクリル板で作られ
たパーツを使用し，キャビテーションの状態を観察した
（図 4）。

図 3 実験環境，設備の構成図

図 4 実験に使用したポンプ 
（左：ポンプ全体図，右：アクリル板で作られた部分）
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3.2 取得したキャビテーションデータ
キャビテーションの状態を，表 1に示すようにレベル

０（Level-0）からレベル３（Level-3）の４つの状態とし
て定義した。

４つの条件下で取得したデータセットを表 2に示す。
ID-1，ID-2，ID-3 は同じ実験設備を使用するが，流れる流
体の流速や温度の条件が異なる環境下で取得したデータ
セットである。ID-4は実験で使用するポンプの種類や出力・
室温・パイプの直径・物理的な場所等の実験設備が異な
る環境下で取得したデータセットである。各々の取得され
たデータセットは，表 1の Level-2 の状態時に取得された
データ数（#of	Data	Level-2）と Level-0 の状態時に取得
されたデータ数（#of	Data	Level-0）で構成されている。

3.3 転移学習の実験手順
図 5は，転移学習をキャビテーション検知に適用した

実験のフローチャートである。転移学習の実験の手順は
次の通りである。
1.　	ソースドメインで教師データ XS,Trainとターゲットドメ
インで教師なしデータ XTの両方のデータを収集する。

2.　	転移学習を用いて，データの分布が異なる，ソースド
メインのデータ XS,Trainとターゲットドメインのデータ
XTから共通する特徴を見つけ，新しいトレーニング
データ X*S,Trainと，評価に使うテストデータ X*T,Testを
生成する。

3.　	転移学習で生成した新しいトレーニングデータ 
X*S,Trainを使ってモデルを作成する。

4.　	モデル作成後，転移学習で生成した新しいテスト
データ X*T,Testを使って評価を行う。

図 5 転移学習のフローチャート

本稿では，正常・異常の状態をそれぞれ次のように定
義し，ターゲットドメインの異常を予測することを目的
とした。
正常の状態	->	キャビテーションレベル	Level-0
異常の状態	->	キャビテーションレベル	Level-2

3.4 評価基準
表 2のように，各キャビテーションデータセットの

データ数は，Level-2 状態のデータ数が少なく，Level-0
状態のデータ数が多く不均衡である。そのため，評価
には機械学習で使われるクラス分類の評価指数である
F-measure を使用した。F-measure の値は，範囲が 0≦
F-measure ≦ 1 であり，値が大きければパフォーマンス
が高いことを意味する。F-measure は機械学習の評価で
よく使用される Precision（適合率）と Recall（再現率）
で計算される。各評価指数とその算出方法を表 3に示す。

表 1 キャビテーションレベル
レベル 説明

Level-0 泡なし状態

Level-1
間欠気泡状態
（小さな気泡が５～数 10秒で１回発生する）

Level-2 連続気泡状態

Level-3 激しい気泡を伴う乱流状態

表 2 ４条件下で取得したキャビテーション 
データセットの説明

ID 説明
#of	data
Level-2

#of	data
Level-0

１ 基本データ 3540 20660

２
ID-1 と同一の実験環境だが，流体の流
速が速い環境で取得したデータ

7137 14887

３
ID-1 と同一の実験環境だが，流体の温
度が低い環境で取得したデータ

2278 4065

４
ID-1 とは異なる実験環境で取得した	
データ

1807 28051

ソースドメイン
教師ありデータ

XS, Train

ターゲットドメイン
教師なしデータ

XT

転移学習
X⊆XS, Train∪XT

Source*
X*S, Train

Target*
X*T, Test

教師あり学習

写像φ写像φ

学習：X*S, Train 予測：X*T, Test 

表 3 評価指数

評価基準 計算式・説明

Precision
（適合率）

計算式：

正と予測したデータのうち，実際に正であるもの
の割合

Recall
（再現率）

計算式：

実際に正であるもののうち，正であると予測され
たものの割合

F-Measure
（F 値）

計算式：

再現率と適合率の調和平均

*		TP（True	Positive），TN（True	Negative），FP（False	Positive），
FN（False	Negative）は，図 6のマトリックスによって計算される。
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図 6 機械学習の評価マトリックス

3.5 キャビテーション検知に使用した転移学習法の方法
本実験では，転移学習の方法として Unsupervised	

Transfer	 Component	 Analysis（TCA）(3) と Semi-
Supervised	TCA（SSTCA）(4) を用いた。

3.5.1 Transfer Component Analysis (TCA)
TCA は異なるドメイン間（ここではソースドメインと

ターゲットドメイン間）のデータの分布がなるべく近く
なるように，かつ分布の分散がなるべく大きくなる（つ
まりデータの情報量をなるべく損なわない）ように変換
する。そして，それらを共通部分に写像することで異な
るドメイン間のデータの特徴を求める手法である。
データ分布をなるべく近くするために，次に示す

Maximum Mean Discrepancy（MMD）の距離が最小となる
ようにする。

MMDは写像 fのままでは求めることができないので，
カーネルトリックを使ってカーネルのブロック行列 Kと
係数行列 Lと行列のトレース Tr( )を用いると，MMDは
（１）式で表すことができる。

転移学習による写像後のデータに関する MMDを取得す
るために，（１）式を次の（２）式のように定義する。

Wは写像後のデータを次元削減するための変換行列，
Kはカーネル行列である。したがって，（２）式の MMD

を最小化することで，写像後のソースドメインとター
ゲットドメインのデータの距離が近くなる。しかし，こ
の式にはもう１つの要件である分散の最大化が考慮され
ていない。写像後のデータの分布を最大化するために，
写像後のデータの分散 S*を計算すると次の（３）式が得
られる。

ここで，Hは中心化行列（centering	matrix）であり，共
分散を行列表現する際に用いられる。したがって，転移
学習による写像後のデータの分布をなるべく近くして，
分散を最大にするための最適化問題の式は，次の（４）
式になる。

この最適化問題を直接解くと，計算コストが大きく
なってしまうため，ラグランジアンを用いることで，次
の固有値問題に変形できる。固有値問題を解いた後，固
有値 rが大きい順に固有ベクトル wを並べ替える。定め
られた個数の固有ベクトルを固有値が大きい順に選択す
ることで，写像後のデータの次元を削減できる。このとき，
選択する固有ベクトルの個数は，削減後の次元数である。

3.5.2 Semi-supervised TCA (SSTCA)
本実験では，ソースドメインのデータはラベルを持っ

ているため，そのラベルを活用できる転移学習手法であ
る SSTCA を用いる。SSTCA は，TCA に，ソースドメイ
ンから写像後のデータとラベル間の依存性を高めること，
ソースドメインとターゲットドメインの局所的な幾何学
的な構造を保持すること，の２つの目的が追加された方
法である。
写像後のデータとラベル間の依存性を高めるため

に，次式で定義されるラベル指示行列（Label	indicator	
matrix）を導入する。

KYYはソースドメインのラベルより計算されたカーネル
行列であり，次式で定義される。

TN
(True Negative)

FP
(False Positive)

事実は負

FN
(False Negative)

TP
(True Positive)

事実は正

正解

負と予測

正と予測

予想

■　TP: 正しいと予測して正しい
■　FP: 正しいと予測して正しくない
■　FN: 正しくないと予測して正しい 
■　TN: 正しくないと予測して正しくない

ソースドメインの全データ

ターゲットドメインの全データ

ターゲットドメインの全データ数
ソースドメインの全データ数

（1）
　　

（2）
写像後のソースドメインのデータ
写像後のターゲットドメインのデータ

（3）

　　

（4）
　　

2020
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g≧ 0 はトレードオフパラメータであり，ラベルの
依存関係を強める効果と写像後のデータの分散の最大
化のバランスを制御するパラメータである。写像後の
データとラベルの依存関係は，HSIC（Hilbert-Schmidt	
Independence	Criterion）を用いて定義する。

したがって，ラベルの依存性の最大化は次の式を最大
化することで達成することができる。

両方のドメインの局所的な幾何学的な構造を保持する
ために，写像によって元のデータの形状が変化しないよ
うな正則化を与える。そのために，グラフラプラシアン

を導入する。行列Mは，xiと xjとがk近傍点である場合は，

となるが，そうでない場合は Mi,j=0となる。この時，行
列 Dは対角行列で，

の要素を持つ。そして，近接していたサンプルが変化後
の空間でも近接したままになるようにするため，次の（５）
式を最小化する。

xiと xjは初期サンプルから予測される特徴量である。
したがって，（４）式で示される TCAの最適化問題に（５）
式を入れると，最適化問題の式は次のようになる。こち
らも，TCA と同様に固有値問題に変形することができ，
写像後のデータを次元削減することができる。

4. 実験結果

表 2の異なる４条件下で取得したキャビテーションの
データセットと，実験設備は同じだが，流れる流体の状
態が異なる条件下で取得した各データセットを使い実験
①を実施した。また，実験設備が異なる環境下で取得し
た各データセットを使い実験②を実施した。どちらの実
験においてもソースドメインとターゲットドメインの役
割を入れ替えて，転移学習の精度を確認した。

どちらの実験においても次の２つのアプローチを用い，
評価指数である F-Measure の値を比較することで転移学
習方法の有効性を検討した。

 � 教師あり学習（Baseline）
ソースドメインデータで教師あり学習を行い，ター
ゲットドメインのデータを評価した。

 � 転移学習＋教師あり学習（TCA・SSTCA）
ソースドメインのデータ＋ターゲットドメインのデー
タの一部を TCA・SSTCA で転移学習を行うことにより
共通の特徴空間を見つけた。その結果を教師あり学習
で学習し，ターゲットドメインのデータを評価した。

単一設備で異なる条件下で取得したデータを使い実施
した実験①の結果を，表 4，5に示す。ID-1 をソース，
ID-2 および ID-3 をターゲットとしたとき，また，それ
らを入れ替えた時の教師あり学習のみの結果と，TCA と
SSTCA を用いた転移学習の結果となる。

表 4に示す教師あり学習のみのアプローチの結果では，
ID-1 をソースにし，ID-2，ID-3 をターゲットとした時の
F-Measure の値が 0.800 前後となっており，クラス分類
できていた。
しかし，ソースとターゲットの組み合わせを入れ替え

たときは，F-Measure がほぼ０になっていた。このこと

写像後のデータ
写像後のラベル

（5）　　

実験 内容

①
実験設備は同じだが，流れる流体の流速と温度が異な
る条件下で取得したデータセットに対して，転移学習
を実施	（実験結果は表４，５を参照）

②
実験設備が異なる条件下で取得したデータセットに対
して，転移学習を実施（実験結果は表６を参照）

表 4 実験①：単一施設内の異なる条件に対する 
教師あり学習の結果（F-Measure）
Source Target 教師あり（基準）

ID-1 ID-2 0.891

ID-1 ID-3 0.783

ID-2 ID-1 0.015

ID-3 ID-1 0.000

21 21
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から，これらの組み合わせに対して，教師あり学習だけ
では分類することができないということが確認された。
パフォーマンスの低下は，各データセット間でデータの
分布に違いがあり，１つのモデルだけではその違いを捉
えることができないため，両方の場合を分類することが
できないことによるものだと考えている。
教師あり学習でパフォーマンスが悪かった組み合わせ

に対して，転移学習を適用した結果を表 5に示す。

TCAと SSTCA の転移学習＋教師ありのアプローチの結
果では，教師あり学習のみでのアプローチ時に確認され
たデータセット間のデータの分布の違いにより発生した
パフォーマンス低下に改善が見られた。特に，２次元に
次元削減した SSTCA が安定して高い分類性能を出してい
た。これは，転移学習をする際にラベルを考慮している
ことと，２次元に次元削減しても重要な特徴量が失われ
ていないことが理由であると考えている。
この結果から，転移学習のアプローチは分布の違う

データに対して効果的な手法であることがわかる。
次に，実験設備が異なる条件下で取得したデータを使

い実施した実験②の結果を表 6に示す。ID-1 をソース，
ID-4 をターゲットとしたとき，また，それらを入れ替え
た時の教師あり学習のみと TCA と SSTCA を用いた転移
学習の結果となる。

教師あり学習のみのアプローチの結果では，ID-1 を
ソース，ID-4 ターゲットとした場合，またそれらを入
れ替えて ID-4 をソース，ID-1 をターゲットとした場合
の F-Measure の値は０であり，完全に誤分類となること
が確認できた。このことから，ある環境で得られた教師
データを用いた教師あり学習で作成したモデルは，別の
環境で得られたデータに対して適用が難しいことが確認
できた。これは，異なる設備間のデータの分布が全く異

なるためであると考えている。
TCAと SSTCA による転移学習を用いたアプローチの結

果では，多くの結果において F-Measure の値が改善して
いることが確認できた。特に，２次元の SSTCA は，どち
らの組み合わせにおいても0.900以上の値を示しており，
データセットの分類がよくできていることが示されてい
る。これらの結果から，転移学習のアプローチは，デー
タ分布が完全に異なる場合でも効果的な手法であること
を示している。
以上の結果をまとめると，実験設備が異なる条件下で

取得したデータに対する転移学習を用いたアプローチは，
通常の教師あり学習のみのアプローチよりも効果的で
あった。特に，特徴量を２次元に次元削減した SSTCA が，
ほぼすべてのパターンにおいて優れた性能を発揮してい
た。これは，ソースとターゲットのデータを共通の空間
に写像する際にラベルを考慮していることと，次元削減
を行っても重要な特徴量が失われていないことが理由で
あると考えている。

5. おわりに

本稿では，異なる環境で発生するキャビテーションと
いう同一現象に対して転移学習の技術を適用した実験，
およびその結果について紹介した。その結果，転移学習
のアプローチが，教師あり学習よりもパフォーマンスの
向上に効果があることを示した。異なる物理的条件下（流
れている流体・流速・温度など）におかれている多くの
同じようなプロセスまたは設備に対して，同様の問題が
発生しているプラントでは，転移学習のアプローチが有
効であると考えている。
今後は，プラントの様々な事象で転移学習の事例を増

やし，効果を確認していき，転移学習の本格的な適用を
目指していく。また，実際の事例ではターゲットのラベ
ルは入手できないため，本実験のようにそれぞれの手法
を簡単に比較することはできない。そのため，安定的に
高い性能を出せる指針を考えることも今後の課題と考え
ている。
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表 5 実験①：単一施設内の異なる条件に対する 
転移学習の結果（F-Measure）

Source Target
TCA
７次元

TCA
２次元

SSTCA
７次元

SSTCA
２次元

ID-2 ID-1 0.995 0.000 0.643 0.927

ID-3 ID-1 0.669 0.414 0.935 0.922

表 6 実験②：２つの異なる実験設備のデータに対する 
転移学習の結果（F-Measure）

Source Target
教師	
あり	

（基準）

TCA	
７次元

TCA	
２次元

SSTCA	
７次元

SSTCA	
２次元

ID-1 ID-4 0.000 0.778 0.238 0.501 0.970

ID-4 ID-1 0.000 0.000 0.922 0.930 0.926
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