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近年，機械学習あるいは人工知能と呼ばれる技術の進歩は目覚ましく，プラントへの応用が強く期待されてい

るが，同時に多くの誤解も生まれている。例えば，「人工知能を使えば，何か未知の知見がすぐ得られる」はよ

く聞かれる誤解で，問題に適した手法を選択する必要がある。一方で，悲観的な考え方「結局，人工知能は役に

立たない」も，特定分野で顕著な成果（画像・囲碁等）が出ていることを考えると，同じく誤解である。ならば，

機械学習・人工知能とは一体何なのか？ 本論文では，データ解析時の機械学習の特徴を具体例で説明し，プラン

トデータ解析に適用した横河電機の実例を紹介する。

In recent years, new technologies of machine learning and artificial intelligence (AI) have 
been progressing rapidly. Although there are high expectations for their application to industrial 
automation, there are various misunderstandings. For instance, some people incorrectly believe 
that AI will immediately deliver something new, but it is necessary to choose a suitable method 
to solve problems. Meanwhile, the pessimistic opinion that AI is eventually useless is also 
incorrect, as evidenced by impressive results in particular fields such as image recognition 
and board games. After all, what can machine learning actually do? This paper explains the 
characteristics of machine learning with examples of how Yokogawa uses it in plant data 
analysis.

1. はじめに

機械学習あるいは人工知能と呼ばれる技術への期待は
ここ数年高まりを見せており，IIoT（Industrial Internet of 
Things）の具体的な応用事例として，横河電機や横河ソリ
ューションサービスもその取り組みを発表してきた (1)(2)(3)。

一方で，人工知能の実態があまり知られていないこと
から，世間一般に多くの誤解も生まれている。実際，お
客様から受ける声では，

 ● 人工知能を使いさえすれば，何か未知の知見がすぐ得
られるはずだ

 ● 人工知能といっても他の解析手法と同じだ（あるいは，
所詮，役には立たないだろう）

といった，新技術への期待と悲観的な見方が混在してい
ることが多い。結論として，上記２つの意見はどちらも
正しくない。では，人工知能あるいはその一部である機
械学習とは何なのか？ 本稿では，データ解析時の機械学
習の特徴を具体例で説明し，プラントデータ解析に適用
した横河電機の実例を紹介する。

2. 機械学習の知能とドメイン知識

2.1 機械学習の知能
機械学習と従来の解析手法の違いを分かりやすく説明

するため，図 1 のような人為的データ例を考える。

図 1 正常・異常判定のデータ例

横軸（データ項目 1）と縦軸（データ項目 2）の過去デ
ータに対して，正常もしくは異常の状態がわかっている。
そして，図中の緑色の★が正常データ（○）なのか，異常
データ（×）なのかを判断したいとする（図の情報だけか
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ら★を判定する簡単なクイズとお考えいただきたい）。
図 1 のグラフでは，★のデータの判定は×（異常データ）

とするのが，直感的に最も説得力のある答えとなるだろ
う。では，次の図 2 ではどうだろうか。

図 2 正常・異常判定のデータ例 2

図 2 は，実は図 1 から補助線を除いただけのものであ
る。当然ながら，答えは図 1 と同じはずなので，★＝×

（異常データ）であるべきだが，図 1 の場合と比較して難
解になっていることがわかる。この問題を正しく解くた
めには，次の１～３のステップが必要になる。
1. データ全体を俯瞰して規則性を見つける
2.   直線あるいは曲線を使って最もシンプルな補助線をひ

く（図 1 の補助線相当）
3. 補助線を境界と考えて，★の点の判定を行う

中高生であれば，図 2 にあれこれと線を引いてみて，
図 1 の補助線にたどり着けるかもしれない。しかし，小
学生には難しいだろう。つまり，図 2 の問題を正しく解
くためには，規則性を見つける “ 知能 ” が必要となる。

ここで機械学習に話を戻す。機械学習プログラムに
図 2 のデータを入力した場合，果たして人間のように
“ 知能 ” を発揮して，１～３のステップをたどるだろうか。
まずは，従来解析による典型的な判定結果を図 3 に示す。

図 3 従来解析による判定結果

図 2 と図 3 を見比べると，単純に既知の入力データの
正常データに近いところを正常，異常データに近いとこ
ろを異常と判定しているのがわかる。判定を行いたい★
の部分は，あいにく正常データ（○）が密集しているため，
○と誤判定する。全体を俯瞰して規則性を見つけるよう
な，人間的な探索が行われた形跡は明らかにない。

では，機械学習ではどのような判定になるだろうか。

図 4 機械学習による判定結果

図 4 の結果は，図 1 に見られる補助線をほぼ再現して
いることがわかる（動径方向に円弧，偏角方向に直線で分
割）。つまり，図 2 の問題に対して人間が行うであろう１
～３のステップを実行している（★の部分の判定も，明確
な円弧による境界線によって正しく判定できている）。

データ全体を俯瞰して補助線を引くためには，人間で
もある種の “ 知能 ” が必要であることは既に述べた。近
年提案された主な機械学習は，この種の “ 知能 ” を持つ。
上記は簡単な例だったが，機械学習は，例えば 30 次元
といった人間では処理が不可能なデータでも，同様の構
造探索を行う。人間には処理できない次元の多変量解析
で，人間の持っている俯瞰＋単純化という能力を機械学
習が発揮できることになる。SF に出てくる人工知能とは
だいぶイメージが異なるものの，プラントデータ解析に
おける人工知能の活用法の一つだと考えている（なお，
人工知能における “ 知能 ” の定義は複数あり，ここで紹
介したものは，そのうちの一つである）。

図 4 のように，微妙な正常・異常条件の判定能力は，
プラントデータ解析では特に大切である。実際のプラン
トで判定結果が重要な意味を持つのは，正常と異常の境
界付近の状態診断である場合が圧倒的に多い。なぜな
ら，判定したい★が正常データの真ん中にあるような分
かりやすいケースは，解析を行う必要がないからである。
図 3 と図 4 を見比べてみるとわかるように，近年提案さ
れた機械学習の持つ俯瞰的・客観的なシャープさは，正
確な状態診断や予知保全等に関して，大変重要であると
考えられる。

一方で，図 4 は機械学習が完ぺきではないことも示唆
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している。もしも図 2 の問題において，あらかじめ円弧
や直線で分類できるという特性が既知であれば，そのド
メイン知識を最初から使う（既知の補助線を引く）方が
格段に正確な診断となる。例えば，品質工学の問題のよ
うに，データ分布の特徴があらかじめ予測できる問題に
対しては，MT（マハラノビス・タグチ）法や従来からあ
る解析手法を用いる方が精度は高い。

この節で述べた機械学習の能力は，汎化能力あるいは
統計的一致性と呼ばれ，近年提案されている主な機械学
習が持つ特性であることが証明されている。数学的な理
論に興味のある方は，文献 (4) を参考にしていただきた
い (4)。また，従来解析（MT 法等）と機械学習のそれぞ
れが得意とする分野の記述は，文献 (5) に依った (5)。

2.2 ノーフリーランチ定理とドメイン知識
前節で述べたように，人工知能あるいは機械学習はプ

ラントデータ解析に対して有望と考えられるが，一方で
「人工知能を使いさえすれば，何か未知の知見がすぐ得ら
れる」という考え方も，広範囲で見られる誤解である。

学習理論では，ノーフリーランチ定理と呼ばれる定理
が広く知られている。

ノーフリーランチ定理 (6)(7)：
「どんな問題に対しても平均して良い結果を出す学習
アルゴリズムは存在しない」という数学的証明

言い換えれば，「万能の機械学習器は無い」あるいは「良
い学習結果を得るためには何らかのドメイン知識を利用
する努力が必ず必要」ということである。機械学習と一
言で言っても，それぞれの手法ごとに特性がある。解こ
うとしている問題に適した特性を使わなければ，最適解
は得られないことを証明した定理になる。例えばセンサ
データであれば，ノイズが何に依存し，サンプルの正常・
異常データ数の比率がどの程度か，判定結果が静的か動
的に変わり得るか，などの知識を活用して適切な機械学
習手法を選択する必要がある。

プラントのデータ解析を行う際，どの機械学習の手法
を選べばよいか。よく聞かれるのは，「有名だから」「導
入価格が手ごろ（あるいは無料）だから」といった理由
である。しかし，このような形で機械学習を導入してし
まうと，当初期待していた結果が出ずに苦労するケース
が多いと思われる。筆者らの経験でも，プラントデータ
を汎用の機械学習器に入力して，すぐに望ましい結果が
得られる確率はほとんどないと考えている（前節で述べ
たような単純な問題は除く）。機械学習を使う場合でも，
ドメイン知識の活用が大事なのは，従来の解析手法と変
わらない。

ドメイン知識は解析結果が出た後にも重要となる。プ
ラントデータの機械学習の出力は，基本的に○か×，あ

るいは何らかの数値であるが，そこに数値以上の意味を
持つ解釈を付け加えられるのは（幸いなことにまだ），人
間の独壇場である。

3. センサデータでの実例

本章では，機械学習をプラントデータ解析に応用した
横河電機の実験，およびプラントでの実例を述べる。

3.1 pH 計の劣化度診断
文献 (1) では，機械学習による pH 計の劣化度診断を行

い，pH センサのメンテナンスの最適化や予知保全に役立
てようとする実験結果を示した。本節では，その後に行
った追加実験とその結果を示す。

図 5 に示す実験環境で，2016 年５月から２か月間に
わたって学習用の教師データを収集した。新品（劣化無
し）および中古（劣化後）の２本の pH センサを試薬中
に設置し，それぞれのセンサデータを取得した。その後， 
７月から９か月間，評価用のデータとして新品センサ４本，
および中古センサ４本の合計８本のデータを取得した。

実験の目的は，前半で取得した教師データを用いて学
習モデルを作成し，そのモデルにより後半の８本の pH
センサの劣化度（新品もしくは中古）をどの程度見分け
ることができるかを検証することにある。期待される結
果は，作成した学習モデルによる新品と中古の pH セン
サの診断結果に，明確な差が出ることである。

図 5 pH 計劣化度診断の実験設定

まず機械学習と対照となる解析手法として，従来から
使用されている解析（フィッシャー線形判別器）を使用
する。この手法に教師データを入力することでモデルを
作成し，そのモデルを評価データに適用した結果を図 6
に示す。図中の棒グラフは劣化判定の平均値，エラーバ
ーは判定のばらつき（標準偏差）を示している。

2016/5 2016/7 2016/7 2017/3

教師データ 評価データ
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図 6 従来解析による劣化診断

中古 S17・S18 に関しては，新品 S11 ～ S14 よりも上
側（劣化が小さい）と誤判定している。また，中古 S15，
S16 に関してもエラーバーが大きく，新品 S11 ～ S14 よ
りも確実に下側（劣化が大きい）とは判断しにくい。こ
のように，従来の解析手法では，新品（S11 ～ S14）お
よび中古（S15 ～ S18）の劣化判定に期待した結果は見
られなかった。

一方，図 7 が機械学習による劣化診断結果である。

図 7 機械学習による劣化診断

新品センサ S11 ～ S14 と，中古センサ S15 ～ S18 の
間で明確に差が出ているのがわかる。８つのセンサに新
品・中古以外の違いはなく，図 7 の判定結果の差は機械
学習による診断が，劣化現象を捉えたものと考えられる。

3.2 圧縮機システムの状態診断と異常予兆検出
次に，3.1 で使用した機械学習器を使い，プラントの

圧縮機システムの状態診断と異常予兆検出を行った実例
を紹介する。測定対象の系の概要を１～３に示す。
1. 圧縮機を含む生産システム
2. 圧力，流量，温度等の 25 種類のセンサデータ
3. 各センサが１分ごとにデータを取得

pH 計劣化度診断と同じように，上記の系の正常時の
データ，および異常時のデータを機械学習に入力してモ
デルを作成する。このモデルを使って，状態が未知の評

価データを診断した結果が図 8 である。①～③で，内部
状態が徐々に正常→疑異常に移行していることがわかる。
また，実際に発生した大きな異常も，⑥で検知できている。

図 8 圧縮機系の異常予兆

図 8 の結果で最も重要なのは，④および⑤に現れてい
る鋭い異常予兆の検出である。このタイミング（例えば，
⑥が発生する約 16 時間前の④の予兆）に点検等を行えば，
⑥の異常を何らかの形で防止できた可能性がある（予知
保全）。このように，機械学習を利用したプラントデータ
解析は，状態診断あるいは予知保全に有望と考えられる。
この計算結果に対し，横河の専任部署が持つ豊富なドメ
イン知識を利用した解釈と原因推定を付け加えて，最終
報告とすることができた。

なお，同じ解析を前出のフィッシャー線形判別器等で
も行ってみたが，図 8 のような予兆は得られなかった。

4. おわりに

プラントドメインに特化した機械学習は，プラントの
状態診断あるいは予知保全に非常に有効であると考えて
いる。今後適用範囲を広げ，解析にご協力いただけるお
客様と共に実例を積み上げていく予定である。

最後に，プラントへの機械学習適用という先進的な研
究にご協力いただき，また結果の掲載を承諾していただ
いた電源開発株式会社様に謝辞を申し上げる。
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