
三菱重工技報 Vol.49 No.4 (2012) 三菱重工の総合力特集 

技 術 論 文 119 

*1 技術統括本部高砂研究所 *2 技術統括本部高砂研究所 技術士 (機械部門) 

*3 技術統括本部広島研究所 *4 技術統括本部高砂研究所 主幹研究員 博士 (工学)  

高度複雑システムの故障予兆検出技術 

A Failure Prognostic Method for Advanced Complex Systems 
 

  

  

  

藤 島  泰 郎 *1 二 橋  謙 介 *2 
Yasuo Fujishima Kensuke Futahashi 
  

佐 藤  恵 一 *3 平 野  竜 也 *3 
Keiichi Satoh Tatsuya Hirano 
  

木 内  裕 介 *1 見 持  圭 一 *4 
Yusuke Kinouchi Keiichi Kemmotsu 
  
 

 
  輸送機器や発電設備など近年複雑化が進む大規模なシステムでは，各要素単独の性質から

は予測できない事態が発生し，微細な変化が系全体に大きな影響を及ぼす可能性がある．一方

でそのようなシステムの中には，停止・故障により人命が脅かされる，あるいは高稼働率が求めら

れるものが多数存在する．そこで，大規模かつ複雑なシステムとして航空機油圧系統及び空調系

統を挙げ，故障の起きそうな部位を事前に検出する手法を開発した．これらの系統のスケールモ

デルを用いて，種類の異なる複数の模擬故障を検出できたことを確認した． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

近年，輸送機器・産業機械・ロボット・原子力発電設備など，機械システムの複雑化が進んでい

る．このような，多数の異質な要素が絡み合って相互作用する複雑システムにおいては，各要素

単独の性質からは予測できない事態が発生し，微細な変化が系全体に大きな影響を及ぼす可能

性がある． 

特に，停止・故障により人命が脅かされる上に高稼働率が求められるシステムに対して，故障

部位を的確に特定・検出する技術へのニーズが高まっている．しかしながら，そのような技術の適

用に際して以下の問題点が存在する： 

① 設置空間の制約などにより，全ての故障部位検出のためにセンサを追加設置することが困

難である． 

② 既設センサの計測データはいずれもそれ単独で故障と判断できるほど大きく変動しないた

め，計測項目毎に閾値を設定することによる故障の検出は難しく，精度良く故障を判定でき

る式の設定が困難である． 

③ 航空機の運転状態や飛行中の環境の変化などの非定常性により，ある条件下では異常状

態を表すパラメータも別の条件下では正常状態を表すなど，定常状態での知見をそのまま

判定に利用することができない． 

そこで，機械システムの中でも特に大規模かつ複雑である航空機を対象とし，上記三つの問題

点を解決できる，故障の予兆がある部位の検出手法を開発した．また，航空機を構成する多数の

系統の中で，今回は油圧系統及び空調系統に着目してそれらのスケールモデル（系統を部分的

に模擬した開発用供試体）を構築した．そして，これらのデータを用いて開発した手法が種類の

異なる複数の異常を検出できるか検証した． 
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|2. アルゴリズム 

故障予兆・故障部位検出のための手法は大きく２種類に分けることができる．一つは対象の物

理現象と確率的なゆらぎを反映したモデルを構築してその状態を推定するタイプであり，もう一つ

は計測データのパターンから対象の状態を推定するタイプである．１章において述べたように今

回の対象の航空機油圧・空調系統は複雑システムである上に，これらの系統は経年により特性が

変化するため，それらのモデル化は困難であり前者の手法の適用は容易ではない．そこで，今回

は後者のパターン認識を故障予兆検出に適用した． 

パターン認識による故障予兆検出を実施するためには，機械が稼働しているときのデータのパ

ターンを前もって検出システムに学習させる必要があり，その手法を機械学習という．機械学習に

よるパターン認識では，図１に示すようにデータが分布する空間に境界線が引かれ，データがそ

の線のどちら側に位置するかによって認識の結果が決まる．すなわち，今回の故障予兆検出は，

機械が正常に稼働しているときのデータ（正常データ）と何らかの故障予兆が発生しつつ稼働し

ているときのデータ（故障データ）を上手く分離する線を如何に引くか，という問題とみなすことが

できる． 

 

図１ 機械学習によるパターン認識の一例（２次元の人工データ） 

ところが今回，油圧・空調系統は複雑システムであること，既設センサから得られる情報のみ使

用可能であること，運転状態の変化など非定常性の影響があること，という三つの悪条件のため

に，データがいたるところに分布して正常データと故障データを分離する線の形状が極めて複雑

となる．この問題に対処すべく，サポートベクトルマシン (Support Vector Machine: SVM) を適用

した(1)．SVM はそれ単独ではデータを分離する境界線が必ず直線になるが，カーネル法を導入

することにより図１のような複雑な形状の境界線が引けるようになる(2)．故障予兆検出に SVM を適

用する場合，正常データと故障データのパターンをそれぞれ学習させる必要があるが，手持ちの

サンプル数は正常データに対して故障データの方が圧倒的に少ないことが多い．このように２種

類のデータの数が極端に異なる場合，SVM の識別精度は大きく低下することが知られている． 
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一方で，SVM の中でも，ある一つの種類のデータだけで学習が可能である，１クラス SVM という

手法が提案されている(3)．そこで，この１クラス SVM によって正常データのパターンを故障検出シ

ステムに学習させ，正常／異常の診断を実施する．また，故障部位検出では自己組織化マップ

(Self-Organizing Map: SOM) と呼ばれる別の機械学習手法を適用した(4)．今回は複数種類の故

障データのサンプルを SOM の学習に用いた．故障部位毎に故障データの挙動は異なると考え，

SOM によって故障部位毎にデータを分類することを考える． 

図２に今回開発した故障予兆検出の手法のフローを示す．まずは故障予兆検出を実施し，故

障と診断されたデータに対してのみ故障部位検出を行う．故障予兆検出では，１クラス SVM をベ

ースとし，より高い精度で検出するために，独自のカーネル関数（提案カーネル）を開発した．ま

た，時間的なデータの変動も捉えるために，前処理としてブロック化（瞬時値だけでなく過去のデ

ータも併せてパターンとした）を実施した．さらに，カーネル法におけるパラメータの自動調整方法

（評価関数導入によるカーネルパラメータの最適化）も開発した． 

 

図２ 故障予兆検出及び部位診断フロー 

|3. スケールモデル 

航空機の翼の一部（エルロン・グランドスポイラ・マルチファンクションスポイラなど）は油圧で駆

動している．例えば，エルロンは機体の左右の傾きを制御するために使用している．また，グラン

ドスポイラは着陸後の減速に使用される．したがって油圧系統の故障は，機体の姿勢制御が出来

なくなったり，着陸時に滑走路をオーバーランするなどの不具合を引き起こす． 

一方，航空機の空調系統では，エンジン吸気部において高温空気をエンジンから抜き取って

暖冷房などに使用しており，飛行直前にエンジンを掛けた際に急激に負荷がかかる．このときに

エンジン吸気部分が故障し飛行中止となるケースがある． 

以上のように，航空機の油圧系統と空調系統の故障は機体に重大な影響を及ぼし得るため，

これらの系統の故障は早期発見する必要がある．そこで本研究では，故障予兆検出手法の精度

を検証するために，航空機の油圧系統と空調系統を部分的に模擬したスケールモデルを構築し

た． 

3.1 油圧系統 

次に，図３にスケールモデルの構成と外観をそれぞれ示す．図３に示すように，エンジンポンプ

が吐出する油によってエルロンなど各種舵のアクチュエータを駆動する仕組みとなっている．油

圧系統に関して FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 分析を実施した結果，エンジンポン

プ・制御バルブ・アクチュエータの異常が特に深刻であることが分かった．そこで図３に示すよう

に，これらの要素には実際の機械を使用し，制御系や機体制御部などはシミュレーションモデル

とする，HILS (Hardware In the Loop System) 構成を採用した． 
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FMEA 分析の結果を踏まえて，図３のスケールモデルにおいて模擬する故障事象としては，エ

ンジンポンプの容積効率低下と制御バルブ（エルロン・マルチファンクションスポイラ）の内部漏れ

を選定した．スケールモデルにおいては，いずれの故障もリークを発生させる機構を設けてバル

ブを開くことにより模擬している． 

 

図３ 油圧系統スケールモデルの構成（HILS）と外観 

3.2 空調系統 

空調系統に関しては，エンジン吸気部分の一部（高温空気の流れる部分）をスケールモデル

化した．図４にその外観を示す． 

図４ 空調系統スケールモデルの外観 

さらに，低温空気の流れる系統や熱交換器を含むシミュレーションモデルを作成した．図５に該

シミュレーションモデルの構成図を示す．そのモデルは，低温空気の流量を調節することにより熱

交換器出口温度を制御する動きを模擬する．なお，このシミュレーションモデルはスケールモデ

ルから取得したデータを用いて妥当性を確認している． 

空調系統では，図５の構成に対応するシミュレーションモデルを用いて，熱交換器リーク・流量

調節弁詰まり・圧力計異常という故障事象を模擬している． 
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図５ 空調系統シミュレーションモデルの構成 

|4. 検証システム 

油圧系統については，２章で述べたアルゴリズムの検証と今後の実機適用性を評価するため，

スケールモデルの操作や制御と故障予兆・部位検出をオンラインで実施できる図６の検証システ

ムを構築した．この図に示すように，本システムは計測データの一部の他に，１クラス SVM による

異常検出結果と SOM による故障部位検出結果を表示することができる． 

図６ オンライン故障予兆検出・部位診断検証システム 

|5. 検証試験 

本章では，スケールモデルを用いてアルゴリズムの精度を評価した結果を示す．これらの系統

では，航空機の高度の変動などに伴って油温（油圧系統）や圧力（空調系統）も変わる．今回構

築したスケールモデルを用いて，実機において生ずるそのような非定常な運転状況を模擬したデ

ータを取得した．アルゴリズムに入力するデータは全て実機に標準で搭載されているセンサから

取得可能なものであり，故障予兆や故障部位の検出のために新しくセンサを追設することはしな

い． 

図７に油圧系統の時系列データの一例を示す（横軸は時間）．この図において，上のデータは

油温が低いときの挙動を，下は油温が高いときの挙動を示している．また，青線と赤線はそれぞ

れ正常データと故障（ポンプ容積効率低下）データである．油温が同じであれば，正常時と故障

時ではポンプ吐出圧力に違いが見られる．しかしながら，エルロンなど各種舵の稼働や油温が変

動した場合にもポンプ吐出圧力は変動する．すなわち，ポンプ吐出圧力の変動が故障によるもの

なのか，それとも油温変動など機体の非定常性によるものなのかを正確に見極められなければな

らない． 
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図７ 油圧系統の時系列データ 

２章において述べた通り，正常データのみを用いて１クラス SVM の学習を実施している．一方，

SOM の学習では，ポンプ容積効率低下，サーボ弁（エルロン）異常，サーボ弁（マルチファンクシ

ョンスポイラ）異常のデータを使用している．このように，部位を特定したい故障データのサンプル

はあらかじめ用意しておく必要がある．図２に示した故障予兆検出システムの検証結果を，図８・

図９にそれぞれ示す．図８において，異常度合とは１クラス SVM 識別器の出力を意味しており，非

負ならば正常，負ならば異常と診断したことになる．この図から，正常データを正常と正しく診断で

きていることが分かる．また，今回構築した独自のカーネルを用いることにより，従来のガウスカー

ネルよりも精度良く故障予兆を検出できていることが分かる． 

 

図８ １クラス SVM による故障予兆検出結果 
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一方，図９に示す SOM は，青・赤・緑で色分けされたマップが学習の結果となる．このマップの

横軸と縦軸はいずれも座標を表し，物理的な意味は持たない．図２に示したように多次元であっ

た入力ベクトル（計測データ群）を，故障部位毎に分類しつつ２次元のマップに写像した結果が

図９である．つまり，この図に示すように青・赤・緑の点はそれぞれポンプ容積効率低下・サーボ弁

（エルロン）異常・サーボ弁（マルチファンクションスポイラ）が発生したときの学習データが写像さ

れていることを意味する．この図に示す通り，故障データ毎に大きな塊ができており，学習データ

が故障部位毎に分類できていることが分かる．また，黒い四角は検証結果を表しており，ここでは

ポンプ容積効率低下のデータを与えている．この図では，黒い四角が青い点の上に多くプロット

されており，SOM により故障部位が検出できる可能性があるといえる． 

 

図９ SOM による故障部位診断結果 

|6. まとめ 

昨今，機械システムの複雑化が進んでおり，各要素単独の性質からは予測できない事態が発

生し，微細な変化が系全体に大きな影響を及ぼし得る．一方でそのようなシステムの中には，停

止・故障により人命が脅かされる，あるいは高稼働率が求められるものが多数存在する．そのた

め，故障の兆しがある部位を事前に検出できる技術の導入が必要である．そこで本研究では大

規模かつ複雑なシステムの例として航空機を挙げ，その故障予兆検出アルゴリズムについて検討

した．また，航空機内部の様々な系統の中でもとりわけ故障発生時の影響が大きい油圧系統と空

調系統に着目し，一部実際の機械を用いてそれらのスケールモデルを構築した．さらに，今回検

討した故障予兆検出アルゴリズムを実装して検証システムを開発し，アルゴリズムの有効性につ

いて検証した．その結果，種類の異なる複数の模擬故障を検出できた． 

今後は，更にデータを採取して定量的な試験を継続していく．また，本研究では航空機を対象

としたものの，今回開発した故障部位検出手法は航空機に特化した手法ではない．したがって，

このようなパターン認識に基づく手法は航空機のみならず様々な複雑システムに対しても適用で

きる可能性があるため，今後は積極的に展開していく． 
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