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ビッグデータの利活用

異常検知技術の概要と応用動向について
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概要
「モノのインターネット（IoT：Internet of Things）
」にみられるように、膨大なデータが収集可能となった現代
におけるデータ活用のひとつとして異常検知が脚光を浴びている。本稿では、技術的特徴に着目した異常検知
技術の概要と、その応用事例について紹介する。まず過去文献をもとに異常検知技術を「ルール学習」
、
「クラス
タリング」
、
「クラシフィケーション」
、
「回帰」に分類して俯瞰的に紹介する。さらに異常検知技術の中でも実用性
が高い『はずれ値検知技術』について検知手法の特徴ごとに解説する。応用事例として機械や設備関連データ
への適用事例や評価実験の紹介を行い、モデル作成時および異常検知システム運用時におけるドメイン知識の
重要性について述べる。

1. はじめに

そこから得られるデータの特徴に違いがある。たとえば、コン
ピュータのCPU異常を検出したい場合、対象データは主に数値

I oTの広がりにより、家電や自動車などの製品に搭載した各

になる。セキュリティ攻撃検知やクレジットカードの不正使用検

種センサーから、これまで収集が難しかったデータをリアルタイ

知ならば、数値データとテキストログデータを組み合わせる必

ムに収集できる状況になりつつある。さらにビッグデータ処理

要がある。工場の機械故障検知のケースであれば、特有のノイ

技術の進展により、これまで処理し切れなかった大量データの

ズを含んでいるおそれがある。1分間隔程の比較的短い間隔で

活用が可能になってきている。こうした情報技術の変革が製造

データが得られるものもあれば、健康診断のように年1,２回し

業におけるデータ分析のあり方に変化をもたらしている。製造

かデータが得られないものもある。このようにデータの特徴が

機器にセンサーを取り付けてデータを収集し、設備の異常検知

異なるものを、全て同じ手法でカバーすることは難しい。そのた

や生産性向上に資する取り組みは従来から存在していた。しか
し、I Tの発展は今まで数分間隔でしか収集できなかったデータ

IoT BY THE NUMBERS
Here’
s how M2M connections
on our network increased from
2013 to 2014 by sector:
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究されている分野である。理由のひとつとして異常検 知の対
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象分野が多岐に渡ることが挙げられる。対象分野が異なれば、

図１ 米VerizonのM2M接続数の増加率(2014/2013)
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本稿では異常検知技術を分類し、その中の主なものを紹介す

3. はずれ値検知技術

る。異常検知技術の分類には対象データの性質に着目した分け

はずれ値検知は、期待される正常な振る舞いとは異なる振

方[２]や、技術の特徴に着目したわけ方[３][４]など、いくつかの

る舞いをする異常な状態をみつける手法全般を指す。予め異

分類方法がある[５]。２章では技術的特徴に着目した分類に基

常な状態全てを網羅することが困難なケースや、異常データが

づいた異常検知技術の概要を示す。３章では『はずれ値検知技

極少数しか得られないケースはしばしば存在する。異常な状態

術』に注目して実際に用いられる手法を説明する。さらに４章で

をモデルとして表現することが難しい場合、正常な状態を表現

機械故障検知を対象とした応用事例紹介を通じて、実データに

したモデルから逸 脱したものを異常と判断するはずれ値検知

適用する上でのドメイン知識の重要性について述べる。

が適用しやすい。以降では、はずれ値検 知の代表的な手法に
ついて述べる。

2. 異常検知技術の概要

表２ はずれ値検知における異常検知手法
検知手法の種類

ここでは、異常を正常時とは異なるメカニズムで 発 生する
データであるとする。歴史的に遡ると、異常にはさまざまな定
義がなされている[５]。古くは１９６９年のGrubsによる「他のサ
ンプルから著しく逸脱したもの」という定義がある。近年では、
Chandolaにより「通常の動作として明確に定義された概念に
準拠しないデータのパターン」とされている。
異常検知技術の手法を概観するために、ルール学習、クラス

検知手法

距離に基づく検知手法

最近傍法、K 近傍法、部分空間法

密度に基づく検知手法

LOF、iForest
統計的検定、ホテリング理論、

統計的分布に基づく検知手法

マハラノビス = タグチ法

角度に基づく検知手法

ABOD

その他の手法

1 クラス SVM、情報量、他

ガウス混合分布、カーネル密度推定法

タリング、クラシフィケーション、回帰の４つに分類して、それぞ
れの特徴を表１に示した。この分類は、Agrawalらの分類[４]を

はずれ値検知技術は手法の特徴から、距離に基づく検知手

踏襲したものである。これはデータマイニングの一般的な分類

法、密度に基づく検知手法、統計的分布に基づく検知手法、角

としても知られているものであり、異常検知の技術もデータマ

度に基づく検知手法に分類できる(表２)。ここではそれ以外の

イニングの分類にならって分類することができる。

ものを含め５つに分類した。それぞれの検知手法の特徴につい

今回紹介した各手法は、観点の違いにより別の分類に含めら

て概略を述べる。なお、ここでは学習に用いるデータを「学習

れる場合もある。例えば、クラシフィケーションの手法であって

データ」と呼び、異常かどうか判定したいデータを「未 知デー

も応用次第で、はずれ値検知に用いられることがある。ここに

タ」と呼ぶことにする。はずれ値検知では、あらかじめ得られて

掲げた分類は、あくまで一例と捉えていただきたい。

いる過去の正常データを学習データとして用いることが多い。

表1 技術的特徴に着目した異常検知技術の分類概要[４]
分類

特徴

異常検知での使われ方

アルゴリズムや手法

ルール学習

正常時のデータにおけるルールを学習してお
き、そこからはずれるものを異常とする手法
である。

正常時の挙動をもとに閾値を設定する手法や、正常時
に起こる頻度が低いものを異常とする手法がある。

PN-rule[2]
CREDOS[2]、等

クラスタリング

データの集合を似たデータ同士にグループ化
して分類する手法である。

正常時のクラスタリングの状態と異なるクラスタや、正
常クラスタからはずれるデータを異常とする

K-Means[4]
K-medoids[4]
EM Clustering[4]
はずれ値検知、等

クラシフィケーション

あらかじめ正常か異常かのラベルづけがされ
たデータを学習しておき、未知のデータがど
ちらに分類されるかを判別する手法である。

正常と異常の 2 カテゴリにわけてラベルづけを行ったもの
を学習データとして用い、異常カテゴリに判別されるもの
を異常とする。異常データが少ない場合は異常の学習がう
まくいかないケースがある

ニューラルネットワーク
サポートベクターマシン、等

回帰

正常時のデータから回帰式とよばれるモデル
を構築し、そのモデルからの逸脱をもとに異
常かどうかの判定を行う

入力と出力が対になって観測される場合に用いられる手
法であり、与えられた入力から予測される値と、実際の
観測値のずれに注目して異常検知を行う

線形回帰モデル [6]
リッジ回帰モデル [6]
ベイズ的線形回帰モデル [6] 、等
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め、異常検知にはさまざまな手法が開発されている。

(１)距離に基づく検知手法
距離に基づく検知手法は、未知データと学習データの距離

法として、ホテリング理論に変数選択手法を組み合わせた
マハラノビス＝タグチ法（MT法）が開発されている[６]。

が閾値を越えた場合に異常と判断する。閾値は学習データ間

ノンパラメトリックな手法は、学習データが既知の確率

の距離から推定する。最もシンプルな手法として最近傍法が

分布に従うことを仮定しない手法である。混合ガウス分布

ある[４]。最近傍法は、最も近い学習データとの距離が、予め

モデルは、複数のガウス分布を用いて学習データの分布を

決められた基準値を超える場合に異常と判断する方法であ

表現する手法である。カーネル密度推定法は学習データを

る。最近傍法の拡張としてk最近傍法がある[６]。これは、最

複数の領域にわけ、その領域ごとにカーネルを適用し、それ

も近いものでなく、k番目に近い学習データとの距離を指標

ら全体を足し合わせて正規化することによりデータの分布

とする。また、局所部分空間法は、未知データのk-近傍データ

を推定する手法である。どちらも推定した確率分布に基づ

を用いてk-1次元のアフィン部分空間を作成し、そこへの投影

いて算出した確率密度をもとに異常度を計算する。

距離に基づいて異常かどうかを判定する方法である[８]。

(４)角度に基づく検知手法

(２)密度に基づく検知手法

角度に基づく検 知 手法は未 知データ点と学習データ点

密度に基づく検知手法は、
「未知データ周辺の密度」と「未

がなす角度のばらつきにより判断する手法である(図２)。

知データの近傍にある学習データ周辺の密度」を比較する手

未知データ点がはずれ値ならば角度のばらつきは小さくな

法である。この手法は、正常データ周辺の密度はその近傍点

る。逆にはずれ値でなければ角度のばらつきは大きくなる。

の密度に近いが、異常データ周辺の密度はその近傍点周辺の

ABOD(Angle-Based Outlier Detection)というアルゴリ

密度との違いが大きい、という考えに基づいている。古くから

ズムがKriegelらによって開発されている[１４]。

知られる手法としてLOF(Local Outlier Factor)が挙げられる

この手法の利点は、高次元データであっても精度が低下し

[９]。LOFは各データからの一定距離内の密度を計算し、
それ

にくい点である。データの次数が高くなるにつれ、距離に基づ

に伴い異常スコアを計算する手法である。他にも二分木構造

く手法では精度が著しく低下する。しかし、角度に基づく手法

を用いた高速な手法として i Forest[１０]が開発されている。

では、データの次数が高くなっても精度の低下が生じにくい。

(３)統計的分布に基づく検知手法
統計的分布に基づく検知手法では、あらかじめ学習デー
タの統計的分布の特徴を計算しておき、そこから大きく離
れたものを異常とする。大 別してパラメトリックな手法と
ノンパラメトリックな手法に分けることができる。パラメト
リックなものとしては統計的検定手法[１１]やホテリング理
論[６]が、ノンパラメトリックなものとしてはガウス混合分
布[１２]やカーネル密度推定法[１３]が挙げられる。
パラメトリックな手法は、学習データが既知の確率分布に
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図２ 角度に基づく検知手法
(５)その他

対象データが信頼区間の範囲外ならば異常とみなすという

その他の手法としては、1クラスSVM(Support Vector

ものである。ホテリング理論は学習データが正規分布に従

Machine)[１５]や情報量[１６]を用いたものなど、多くの手法

うことを仮定して、学習データの中心点と未知データのマハ

がある。

ラノビス距離を特徴量とする。このときマハラノビス距離は

上記に述べた手法の性能についても触れておきたい。異常検

カイ二乗分布に従うため、カイ二乗分布に基づき計算した異

知手法のベンチマーク評価結果が、Emmottらの論文[１２]にまと

常度により判断する。多変数のホテリング理論で計算される

められている。この論文では、はずれ値検知手法を対象とした比

のは全変数の総合的な異常度になるため、どの変数がどの

較評価も実施されている。はずれ値検知手法の中で、最も精度が

程度寄与しているかはわからない。この課題を解決する手

よいのは i Forest、ついでカーネル密度推定法となっている。
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な事故の予防につながる。

この章では異常検知技術の具体的な応用事例について紹介

ル分布に変更した点である。従来の手法は、特徴量が正規分

する。機械や設備の異常検知は I oTの普及により今後、さらに注

布に従うことを仮定した統計的検定による異常診断を行うも

目されていく分野であると考えられる。ここでは異常検知技術

のであった。しかし、実データを精査すると正規分布に従わな

を機械や設備に適用した論文についてとりあげ、論文で得られ

い場合があり、
それが誤判定の原因になっていた。そこで正規

ている知見を通して実際の現場で異常検知を行うにあたって何

分布に比べて当てはまりがよいワイブル分布を仮定すること

が必要かについて述べる。

により、異常診断精度の向上を図ることに成功している。

手法としての特徴は、特徴量の分布を正規分布からワイブ

著者は簡易診断時に最も重要なことは振動信号の特徴を

4.1 応用事例

表す良好な特徴量の選択、および適切な状態判定基準の作

(１)人工衛星データへの異常検知技術の適用[１７][１８]

成であると主張している。さらに実験や経験などにより、特

過去の正常データから作ったシステムが正常な挙動を示
す統計モデルを、人工衛星の状態監視に応用した事例であ
る。所謂、はずれ値検知に相当するものである。この論文で

徴パラメータの総合判定の例を作成し、異常検知を行う上
での特徴量活用に関する知見をまとめている。
(３)小型発電設備および半導体製造装置への適用評価[８]

は、それをデータ駆 動型異常検 知と称している。具体的に

局所部分空間法を高速化した高速局所部分空間法を用い

は、次元削減とクラスタリングを組み合わせた混合確率主

た事例である。小型発電設備と半導体製造装置での評価結

成分分析を拡張した方法である。

果が示されている。小型発電設備の事例では、故障発生の

検証期間中２回の異常イベントを検出しており、
１回は稀

４日前に予兆を検知することに成功している。測定対象は温

な運用を前例のない挙動として検知したもの、もう１回は運

度・圧力・電流・電圧など１７種に及ぶ。学習期間は故障発生

用者が事前に想定していなかった事象を検知したものであ

前月1ヵ月間、評価期間を故障発生までの８日間としている。

る。ここで用いられている手法は、異常の度合に対する各変

半導体製造装置の事例においても、異常発生の５日前から

量の寄与度を算出することが可能であり、後者の異常が姿

異常発生の直前に渡って予兆の検知に成功している。測定

勢に関連するものであることを推定している。

対象は明記されていないが１４種の測定値を用いている。学

この論文では、異常判定の結果に対して、運用者の経験と
専門知識による最終判断が必要であると述べられている。

習期間は正常動作時４日間、評価期間は既知の異常が発生
した日を含む６日間である。

データ駆動型異常検知では過去に前例のないパターンを異

この論文では、異常検知の感度が学習データの質に依存

常と判断するため、稀な正常パターンを異常とみなしてしま

すると述べられている。高い感度を得るためには、網羅的か

う誤判定が生じることがある。そのため、データ駆動型異常

つ正確に正常データを収集し、学習させる必要がある[１９]。

検知システムが運用者を完全に代替することは現状では難

学習データに異常データが混入していると感度が低下して

しいとしている。一方で、微妙なデータの変調を捉えること

しまうため、学習データの中から異常度の高いデータを除外

により運用者に「気づき」を与える可能性についても言及し

する試みにも言及している。

ており、その価値の重要性を主張している。
(２)回転機械に対する異常検知技術の適用[１１]

4.2 異常検知技術の適用におけるドメイン知識の必要性

生産現場における回転機械診断について、ワイブル分布を

ここまで挙げた事例を通して言えることは、異常検知技術の

用いた異常判定基 準の研究事例である。本 論文における

現場への適用にはそれぞれの対象機械や設備に関するドメイン

３章(３)で紹介した統計的分布に基づく検知手法に相当する。

知識、つまり対象分野の専門家がもつ分野固有の知識が必要

回転機械診断は「簡易診断」と「精密診断」に大きく分け

だということである。ここでは、
「モデル生成時」、
「異常検知シ

られる。通常の点検では簡易診断を用い、簡易診断で異常が

ステム運用時」の二つの場合におけるドメイン知識の重要性に

見つかった場合はさらに精密診断にまわすという二段構成

ついて述べたい。
「モデル作成時」とは、２章、
３章で挙げた異常

になっている。簡易診断で早期に異常をみつけることが重大

検知手法を用いて異常検知対象に合った異常検知の仕組み（モ
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デル）を作る段階のことを指す。また、
「異常検知システム運用

に活用していくことにより、より精度のよいシステムを作ること

時」とは、開発したモデルを用いて未知データに対して異常・正

ができる。４.１(１)の文献[１８]では、まれな正常パターンを異常と

常の判定をする段階のことを指す。

して誤判定してしまう事例について言及しており、これは監視対

モデル作成時に、より高い精度を達成するためのポイントと

象システムによってはモデル作成時に全ての正常パターンを網

して、まず適切な特徴量を選択すること。次に、モデル作成に用

羅することが難しいことを示唆している。そのため、モデル作成

いるデータに矛盾がないこと。そして、対象システムおよび対象

後に発生した新たな異常データから得られる知見も、モデルに

データに合った手法を選択すること。以上の３つを挙げること

組み込むなどして精度をあげることができる。

ができる。

また、運用者のフィードバックを通して異常検知の精度を上

まず、精度の良いモデルを得るためには適切な特徴量を選択

げていくことが可能である。４.１(１)の文献[１８]では、異常かど

することが重要である。４.１(２)の文献[11]では、モデル作成のた

うかの最終判断には運用者による経験と専門知識による最終

めには特徴量の選定が重要であると述べており、入力として用

判断が必要であると述べ、運用者の最終判断結果をシステムに

いる特徴量の調査にもとづいて適切な状態判定基準を作成し

フィードバックすることにより、異常検知精度を高めていく「協

ている。このように対象となる特徴量の調査が重要となる。

調型状態監視器」の試みについて触れている。

モデル作成に用いるデータに矛盾を生じさせないためには、

異常検知のための手法選択や適切な結果の解釈には、対象

異常なデータとして正常なデータを与えたり、正常なデータとし

分野におけるドメイン知識が必要である。２章、３章で示したよ

て異常データを含めたりすることを避けるよう、何が異常で何

うに、異常検知のために多くの手法が開発されている。では、

が正常かを見極めておかなければならない。４.１(３)の文献[１９]

一体どの手法を使うのがよいのか。手持ちのデータのうちどの

では、LSC法の感度が学習データに左右されるため、学習デー

データを使うべきか。またデータの加工は必要か。これらの選

タをクレンジングするための仕組みを開発している。

択には、対象データおよびシステムに対する深い理解と知識が

対象システムおよび対象データに合った手法を選択するため

必要である。また、構築した異常検知システムが異常だと判定

には、監視対象データに対する考察が必要である。４.１(１)の論

した場合、それをどう解釈するか。それは本当に異常なのか。そ

文[17]では、多くの異常検知手法のうちどれを使うのがよいの

れとも滅多にない正常なのか。もしくは今まで気づくことのな

か論じるために監視対象データの特徴に対する調査・考察を行

かったシステムの性質を示唆しているのか。それらの判断は運

い、重要度の高い特徴に的をしぼって手法を開発している。

用者に委ねられる。そのため、実際に異常検知システムを運用

より良い異常検知システムの運用には、まず異常かどうかの
最終判断はドメイン知識を持つ人間が行うこと。誤検出から得

するにあたっては、対象分野に対するドメイン知識が必要不可
欠であるということが、今回紹介した事例から窺える。

られる知見を今後の運用に活用していくこと。さらに、運用者の
フィードバックを通して異常検知の精度を上げていくこと。この
３つを挙げることができる。

5. おわりに

異常かどうかの最終判断を、ドメイン知識を持つ人間が行う

異常検知技術の概要として、ルールの学習、クラスタリング、

ことにより分野特有の知識を反映させた判断を行うことができ

クラシフィケーション、回帰の４つに分けて異常検知技術につい

る。４.１(１)の文献[１７]では異常度を定義して用いているが、高

て述べ、さらにはずれ値検知にしぼって技術的詳細について述

異常スコアの解釈には人工衛星の構造や日食の周期など、分野

べた。データを元にデータの特性を識別する異常検知は、デー

特有の知識が必要である。たとえ高い異常スコアが出たとして

タマイニングや統計、機械学習といったデータから知見を得る

も人工衛星そのものの異常ではなく、周りの環境が原因である

技術と相性が良い。そのため、多くの研究者らにより研究され、

ケースや運用状況の違いによるケースも観測されている。
「高

数多くのアルゴリズムや手法が開発されている。それらのコード

異常度＝異常」ではなく異常度の増大に関わるデータの挙動を

はオープンになっているものも多く、データとコードがあれば、

よく見極めることが異常診断に重要としている。

手法に対する細かい理解無しでもなんらかの結果を出すことが

誤検出があった場合には、詳細なデータの解析を通して誤検
出の原因について調査し、そこから得られる知見を今後の運用
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できるだろう。
しかし、現実のデータで適切な異常検知を行うためには、対
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