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01プロジェクト背景



Google Cloud Next’19

● 本プロジェクトでは、線路設備における CBMの実現に向けた取り組みの一つとして 「線路表面上の異常を検
知する」機械学習モデルの研究に取り組んでいます。

● 現時点で実運用につながる段階ではないですが、本プロジェクトで得られた知見をもとにして、今後も機械学
習への活用を継続して検証していく予定です。

きしみ傷

中きしみ傷

シェリング

● “Google AI 技術を活用したメンテナンス革新”として、TBM (時間基準保全) からCBM (状態基準保全)への変革について
言及がありました（JR東日本）



プロジェクト スケジュール

12月 01/06 01/20 01/27 02/03 02/10 02/17 02/24 03/02 03/09 03/16 03/23 03/30

1. データ精査と初期モデリング

    データ準備/精査、環境整備

    初期判別モデルの構築

2. モデル詳細化の検討

    初期結果の評価とアプローチ方針の検討

3. データ処理パイプライン構築

　データ前処理や追加データの検討、準備

4. 機械学習モデルの構築

　異常検知/判別モデルの実装と学習

5. モデル改善の試行

    精度評価、改善策の検討と試行

6. 報告準備

    結果整理、取りまとめ



機械学習モデルの開発メンバー

機械学習モデルの開発そのものは、Google 3名、JEIS3 名の6名＋αの体制で実施しています。お互いに協力して開発

に取り組みました。



02プロジェクト実施概要



分析アプローチの比較

手法 内容 利点 欠点

異常分類
（教師あり学習）

明示的に与えられた正常・異常の
データから、分類モデルを学習し、分
類結果から判別

❖ 教師なし手法に比較して高い精度
を出しやすい

❖ 目的に対して直接的に学習できる
❖ 異常のタイプを明示的に判定でき

る

❖ 異常データを含む詳細な教師
データの作成が必要

❖ 教師データに含まれない異常の
検知が難しい

外れ値検知
（教師なし学習）

正常のみのデータから、その特徴を
学習し、正常な特徴からの外れ度合
いによって判別

❖ 取得が容易な正常データのみ準
備（工数が少ない）

❖ 未知の異常も検知可能

❖ 教師あり手法に比較して精度の
担保が難しい

❖ 目的に適したモデル調整が難し
い

❖ “正常でない”、として大枠で異常
を判定

※上記はモデル学習/推定について述べており、モデルの性能検証テスト用に、異常を含む（少量の）詳細ラベル付きデータを
準備するのが一般的です。



構築モデルと検知アルゴリズム（教師あり）

事前にラベル付けした画像データから、各種（3種類）の畳み込みニューラルネットワーク分類モデルを学習し、学習モデ

ルを適用してその出力結果から異常を分類しました。（各種モデルの詳細は付録を参照）

... X

学習入力画像
入力画像の

異常/正常ラベル

fθ(X) ~ Y
となる様に

θを学習...
fθ(X)

モデル分類結果

...
Y

未知の入力画像 モデル分類結果

fθ

学習時

推論時

X’ fθ*(X’)fθ*



構築モデルと検知アルゴリズム（教師なし）

基礎モデルとして、正常画像データから畳み込みAuto-Encoderモデル（CAE）を学習し、再構成誤差（元画像と再構成画

像の差）に基づいた簡易的な検知アルゴリズムによって異常の外れ値検知を試みました。

獲得可能な情報を制限する
ことで、正常データの典型的
な特徴を学習

元画像 再構成画像

Bottleneck

Z XX
Encoder Decoder

gφ fθ

| X - X |2

再構成誤差

　　　：正常

　　　：異常

未知の異常データに対しては、大
きな再構成誤差が得られることを
期待

判別基準

X ~ X
となる様に

θ, φを学習

適切な判別基準の設定には、
（少数の）異常サンプルを参照
できると良い



モデルの評価指標について

テストデータ中のサンプル比率

正常データ

異常

データ

異常

予測
（テスト比率）

適合率 (Precision) ：分類の正確さ、質

- 陽性 / 陽性 + 偽陽性
- モデルが、どれだけ 正確に異常ラベルを
   予測できるか
- データ比率によって大きく変化し得る

再現率 (Recall) ：分類の網羅性、量

- 陽性 / 陽性 + 偽陰性
- 異常ラベル全体を、モデルの予測が
   どれだけ網羅できるか
- データ比率による変化は少ない

偽陰性
偽陽性

陽性

陰性

基本的に適合率と再現率は
トレードオフの関係

モデル予測

正常 異常

正解
ラベル

正常
(100 Images)

陰性 偽陽性

異常
(50 Images)

偽陰性 陽性

混合行列

モデルの検知性能は、学習データとは別に取っておいた（未知の）正解ラベル付きのテストデータに対して、モデルが

どの程度”正確に”判別できたか、で評価します。その際、判別の正確さ（質）と網羅性（量）の両面から総合的に評価す

ることが重要です。



適合率-再現率曲線とAUC指標

先の適合率-再現率のバランス/トレードオフ（混合行列）は、予測結果をどの程度信頼するかによって調整可能。総合

的な性能評価指標としては、完全なモデルに対しての相対的な指標である Area Under Curve (AUC) を用います。

網羅率を重視した設定
（見逃しリスクが高く安全性を重視
するケース）

正確さを重視した設定
（対応人的リソースが限られており、優先順
位づけが必要なケース）

正確さと網羅率のバランスをとった
設定

よ
り
良
い
モ
デ
ル

同じモデルでも再現率と網羅率を調整すること
でリスクに対応可能。ただしモデルの性能
（AUC）によってTradeoff量が異なる

開発/改善のPhase/プロセスに沿って変化させて
いくことも考えられる

モデルの評価値は青色の範囲の面積の割合で
算出した値、Area Under Curve、AUC

直感的には、前出のデータと予測の円がいか
に重なっているか（いかに予測がもれなく完璧
か）を表す相対指標



活用データ概要

データ種別 画像データ

内容 レール表面を連続撮影したグレースケール画像

特徴
左右毎に3画角（各地点 6画像1セット）、5m/画像枠、256階調グレースケール、JPEG形式、解像度：5001 (H) x 
1024 (W)

利用目的 モデル学習 /検証/テスト用データ

対象

A線区  **～**区間、016
(+ B線区 **～**区間)
左右両レール、正面画角の画像

概算データ量

元画像（5001 x 1024）：
　正常：~10,000 枚、異常：~200 枚/異常種別

分割画像（ 1000 x 1024）：
　正常：~50,000 枚、異常：~200 枚/異常種別

付与ラベル
以下のラベルを異常画像毎に付与

・「きしみ割れ」「中きしみ」「シェリング」

その他 学習/評価に活用したデータ種別や量は各報告会の中で詳細をご報告



活用データ例（元画像）

正常

きしみ傷

中きしみ傷

シェリング



03各学習モデルの取り組みと結果



モデル改善の取り組み

高い判別精度や多線区への対応の実現のため、モデルのみならず、データ前/後処理含めた様々な模索を行いました。

※これらの組み合わせの最終的な確定は、業務要件などに基づき今後最終化することを予定しております。

データ精査 /準備 データ前処理 モデリング データ後処理 推論結果精査

- データ量の増加
- データ種別の増加
- 付与ラベルの精査

- 画像分割
- 領域（自動）切り抜き
- 明度平坦化
- 明度正規化/ベータ値調整
- データ拡張

- ハイパーパラメタ調整

[ 教師ありモデル ]
- 畳み込みNN (CNN)
- 転移学習 (VGG16 + FC) 
- AutoML Vision

[ 教師なしモデル ]
- 単純画像処理
- PCA
- CNN + One-class SVM
- AutoEncoder (AE)
- 畳み込み AE
- 転移学習 + AE

- 画像二値化
- クラスタリング
- 勾配画像調整

- 偽陰性/偽陽性の精査
- 判断根拠の可視化による
   精査



線区間の画像の違いについて

データ前処理

異なる線区で撮影された線路画像

明度バランスが線区によって異なる場合があった（外光環境や機器による補正を通して取得された画像）



画像の明度平坦化

データ前処理

https://docs.opencv.org/2.4/doc/tutorials/imgproc/histograms/histogram_equalization/histogram_equalization.html
https://scikit-image.org/docs/dev/auto_examples/color_exposure/plot_equalize.html

明度バランスの違いを緩和するため、画像の前処理として明度平坦化（Histogram Equalization）を適用しました。

https://docs.opencv.org/2.4/doc/tutorials/imgproc/histograms/histogram_equalization/histogram_equalization.html
https://scikit-image.org/docs/dev/auto_examples/color_exposure/plot_equalize.html


画像の明度平坦化

明度バランスの違いを緩和するため、画像の前処理として明度平坦化（Histogram Equalization）を適用しました。

明度平坦化の前後比較

データ前処理



データ拡張

異常画像の少なさを補うため、データ拡張によって擬似的に学習データを増やすことを試みています。

データ拡張は、上下左右の反転など、実際に存在する可能性がある故障画像のみを生成しています。

元画像 水平方向の反転垂直方向の反転

データ前処理



判別根拠の可視化例 (Grad-CAM)
推論結果精査

https://arxiv.org/abs/1610.02391

モデルによっては、線路周囲の巡回検査結
果を見て判断してしまっている例も見受けら
れた。

入力：シェリング画像 出力：推論根拠

モデルが判断を行なった画像の特徴を可視化/詳細検証することで、モデル改善の可能性を検討しています。

https://arxiv.org/abs/1610.02391


モデリング環境

Cloud AI 開発者ツール

低い
要求される機械学習の
専門性、および柔軟性

高い

今回活用したツール群

ML Framework
AI Platform/
Cloud MLE Cloud AutoML API/

Pre-trained models

our data + our modelsyour data + our modelsyour data + your model

モデリング



各種モデルの概要

モデリング

カテゴリ 検知モデル /アルゴリズム 活用環境 概要

教師あり

- 畳み込みNN (CNN) Tensorflow - 畳み込み層によって目的に応じた適切な画像の特徴量を学習しながら判別
- 参考資料

- 転移学習  (VGG16 + FC) Tensorflow - 別課題で学習した畳み込み層、特徴量を転用し、下流の判別器のみを学習
- 参考資料

- AutoML Vision (分類) AutoML
- ネットワーク構 を自動選択/探索しながら学習
- 参考資料１、参考資料２

- AutoML Vision (領域検知 ) AutoML

教師なし

- CNN + (One-class) SVM Tensorflow/AI Platform
- CNNから得た特徴量を直接用いた外れ値検知検知

- 参考資料１、参考資料２

- AutoEncoder (AE) Tensorflow/AI Platform - ニューラルネットワークに基づいた次元圧縮による特徴抽出と入力再構成
- 参考資料

- 畳み込み  AutoEncoder Tensorflow/AI Platform - 特徴抽出に畳み込み層を用いた AutoEncoder
- 参考資料

- 転移学習  (VGG16 + AE) Tensorflow/AI Platform - 特徴抽出器に転移学習を用いたAutoEncoder
- 参考資料

https://towardsdatascience.com/a-comprehensive-guide-to-convolutional-neural-networks-the-eli5-way-3bd2b1164a53
https://towardsdatascience.com/a-comprehensive-hands-on-guide-to-transfer-learning-with-real-world-applications-in-deep-learning-212bf3b2f27a
https://cloud.google.com/automl
#
https://arxiv.org/abs/1901.08688
https://towardsdatascience.com/outlier-detection-with-one-class-svms-5403a1a1878c
https://en.wikipedia.org/wiki/Autoencoder
https://towardsdatascience.com/convolutional-autoencoders-for-image-noise-reduction-32fce9fc1763
#


データ分割/領域切り抜き

モデリング 教師あり

上記判別根拠の検証などを通して、画像のさらなる領域分割/切り抜きを行いました。今回は線路領域を中心に 解像度 
224 x 224 の領域を切り取り (1024 x 1000 -> (224 x 224) x 5) 、分割画像に対して再度ラベル付けを行い、学習データ

としました。



活用データ概要

モデリング 教師あり

データ種別 学習/検証データ

利用目的 モデル学習 /検証用データ

対象

A線区  **～**区間

(+ B線区 **～**区間)
左右両レール、正面画角の画像、元画像を5分割して分析に利用

+ 更なる5分割とレール領域の切り取りを実施

概算データ量

分割画像（224 x 224）：
　正常：

　　4,500 枚 (+ 1,500 枚)
　異常：

　　きしみ割れ  993 枚 (+ 65 枚)
　　中きしみ  1160 枚 (+ 71 枚)
　　シェリング  83 枚 (+ 18 枚)

その他

・正常/異常を判別する特徴を効率的に学習するため、正常データは（異常画像データの枚数にバランスさせ）上記枚数を全正

常画像の中からランダムにサンプリングしています。

・剝離や波状跡などの判断の難しい画像（ ”Others”とし）は上記準備データから明示的に除外しています。

・全ての異常データに対して、データ拡張（ x3）を適用

・全ての学習データに対して明度平坦化の前処理を適用

・（平坦化を行なっていない画像も学習に混ぜるなども検討）



モデル判別性能評価 (A線区テストデータ)

モデル分類

デ
ー
タ
ラ
ベ
ル

正常 きしみ傷 中きしみ シェリング

正
常

き
し
み
傷

中
き
し
み

シ
ェ
リ
ン
グ

モデル予測

正常 異常

正解
ラベル

正常
(100 Images)

陰性 偽陽性

異常
(50 Images)

偽陰性 陽性

正常-シェリング間での判別に更
なる改善の余地あり

注意：上記結果は、性能比較 /検証用に意図的に重み調整した少数のテストサンプルデータ による値であり、必ずしも実環境での性能を

示すものではないことにご注意ください。

学習時に未知であったテストデータに対する学習モデルの分類結果と、実際の正解ラベルを比較すると以下の様な混

合行列となりました。

モデリング 教師あり



モデル判別性能評価 (A線区テストデータ)

適合率 (Precision) ：分類の正確さ、質

モデルがどれだけ正確に正解ラベルを予測できる
か

再現率 (Recall) ：分類の網羅性、量

正解ラベル全体をモデルの予測がどれだけ網羅で
きるか

class 0: 正常

class 1: きしみ傷

class 2: 中きしみ

class 3: シェリング

シェリング（class3）が判別を間
違えている傾向

詳細画像分割によって精度を大
きく改善

注意：上記結果は、性能比較 /検証用に意図的に重み調整した少数のテストサンプルデータ による値であり、必ずしも実環境での性能を

示すものではないことにご注意ください。

先の混合行列に基づき（閾値を変化させながら）適合率 (Precision) と再現率 (Recall) の曲線を描くと以下の様な曲線に

なりました。典型的な分類性能指標である平均曲線下面積 (AUC) は 0.99 となりました。

モデリング 教師あり



テストデータ判別例 (偽陰性)
分類を間違えたテストデータのサンプル例は以下の通りです。

正解：シェリング、予測：きしみ傷正解：シェリング、予測：正常 正解：シェリング、予測：中きしみ

推定確率や判別閾値、など要詳細確認。
位置依存性の可能性も。冗長/重複処理
などで対応できる可能性。

複数の異常が混在している可能
性。要詳細検討。マルチラベルなど
で対応できる可能性。

複数の異常が混在している可能
性。要詳細検討。マルチラベルなど
で対応できる可能性。

モデリング 教師あり



モデル判別性能評価 (B線区テストデータ)

モデル分類

デ
ー
タ
ラ
ベ
ル

正常 きしみ傷 中きしみ シェリング

正
常

き
し
み
傷

中
き
し
み

シ
ェ
リ
ン
グ

モデル予測

正常 異常

正解
ラベル

正常
(100 Images)

陰性 偽陽性

異常
(50 Images)

偽陰性 陽性

偽陰性は抑制されている。異常
間での判別に更なる改善の余地
あり

注意：上記結果は、性能比較 /検証用に意図的に重み調整した少数のテストサンプルデータ による値であり、必ずしも実環境での性能を

示すものではないことにご注意ください。

学習時に未知であったテストデータに対する学習モデルの分類結果と、実際の正解ラベルを比較すると以下の様な混

合行列となりました。

モデリング 教師あり



モデル判別性能評価 (B線区テストデータ)

適合率 (Precision) ：分類の正確さ、質

モデルがどれだけ正確に正解ラベルを予測できる
か

再現率 (Recall) ：分類の網羅性、量

正解ラベル全体をモデルの予測がどれだけ網羅で
きるか

注意：上記結果は、性能比較 /検証用に意図的に重み調整した少数のテストサンプルデータ による値であり、必ずしも実環境での性能を

示すものではないことにご注意ください。

class 0: 正常

class 1: きしみ傷

class 2: 中きしみ

class 3: シェリング

詳細画像分割によって精度を大
きく改善

先の混合行列に基づき（閾値を変化させながら）適合率 (Precision) と再現率 (Recall) の曲線を描くと以下の様な曲線に

なりました。典型的な分類性能指標である平均曲線下面積 (AUC) は 0.99 となりました。

モデリング 教師あり



データ領域切り抜き

学習 度の向上、レール表面上の異常の検知精度の向上の観点から、レール表面領域の切り抜きを行いました。今回

は、元画像からレール表面が含まれる領域を中心に、解像度 1,024 x 128 の領域を、画像平均などに基づき静的に切り

取りました。

モデリング 教師なし



活用データ概要

データ種別 学習/検証データ

利用目的 モデル学習 /検証用データ

対象

A線区  **～**区間、016
左右両レール、正面画角の画像、元画像を5分割して分析に利用

+ 更なる5分割とレール領域の切り取りを実施

概算データ量

分割画像（1024 x 128）：
　正常：

　　62,336 枚

その他

モデリング 教師なし



テストデータ推論例

学習されたモデルを用いてテスト画像に対して推論を行なった例 [正常画像]

元画像 再構成画像 再構成誤差

正常画像に対しては、期
待通り小さい（平均）再構
成誤差が得られている

画像全体に渡っても、大きな
再構成誤差が得られていな
いことが分かる

（平均）再構成誤差の値

局所的な判別など、検知
アルゴリズムの工夫によ
り、未知の物体/状態を
発見できる可能性を示唆

モデリング 教師なし



テストデータ推論例

モデリング 教師なし

学習されたモデルを用いてテスト画像に対して推論を行なった例 [きしみ画像]

大きな再構成誤差はきしみ部
分から生じている様子が伺え
る。異常箇所の局所的な同定
可能性。

期待通り、異常に対して
大きな再構成誤差が得ら
れている

元画像 再構成画像 再構成誤差

前処理や学習データの増加や
によって、より顕著に異常箇所
の検知が可能に。



テストデータ推論例

モデリング 教師なし

表現力が高すぎ、中きしみの痕の
一部も未だ再構成できてしまっている。
一層の性能向上のため要詳細検証

学習されたモデルを用いてテスト画像に対して推論を行なった例 [中きしみ画像]

元画像 再構成画像 再構成誤差

期待通り、異常に対して
大きな再構成誤差が得ら
れている

大きな再構成誤差は中きしみ
部分から生じている様子が伺
える。異常箇所の局所的な同
定可能性。

前処理や学習データの増加や
によって、より顕著に異常箇所
の検知が可能に。



テストデータ推論例

モデリング 教師なし

学習されたモデルを用いてテスト画像に対して推論を行なった例 [シェリング画像]

大きな再構成誤差がレー
ルとは異なる場所（バラスト
など）から生じている可能
性もあり

元画像 再構成画像 再構成誤差

表現力が高すぎ、シェリング痕の
一部も未だ再構成できてしまっている。
一層の性能向上のため要詳細検証

前処理や学習データの増加や
によって、より顕著に異常箇所
の検知が可能に。

複合的に現れているきしみ傷
も大きな再構成誤差として現
れている



モデル判別性能評価

モデリング 教師なし

テストデータに対して再構成誤差の分布を確認すると以下の様になりました。期待通り、異常画像に対しては大きな再

構成誤差がより多く出現していることが分かります。
再
構
成
誤
差

判別基準

正常 きしみ 中きしみ シェリング

(正常のみの検証

 データより推定)

データ量に由来し、推定
が不安定。データ増加の
後、要詳細検討

注意：上記結果は、性能比較 /検証用に意図的に重み調整した少数のテストサンプルデータによる値であり、必ずしも実環境での性能を

示すものではないことにご注意ください。



テストデータ推論例 （偽陰性）

学習されたモデルを用いてテスト画像に対して推論を行なった例 [シェリング画像]

元画像 再構成画像 再構成誤差

表現力が高すぎ、シェリング痕の
一部も未だ再構成できてしまっている。
一層の性能向上のため要詳細検証

不本意な再構成によって、大
きな再構成誤差が得られて
いないことが分かる

教師あり学習でも判断を間違える傾向にあ
る画像。教師あり、教師なし両面から詳細を
要確認。



獲得知見概要

各種学習モデルの構築/学習/評価を通して獲得された知見の概要は以下の通りです。

● データ精査しラベル付けを行なった画像に対して、畳み込みニューラルネットワークベースの教師あり /教師なしの各種異

常検知モデルを構築・学習できました。

● 構築モデルが評価用のテストサンプルデータに対して高い精度で異常検知が可能であることを確認しました。

● 明度平坦化、データ拡張、領域分割 /切り抜きなどの前処理を画像データに適用することで、モデルの異常検知性能が改

善可能であることを確認しました。

● 明度バランスが異なる線区に対しても、異常検知が可能であることを確認しました。

● 性能改善のための試行錯誤を通し、性能改善のための各種確認観点 /手法を明確化できました。

● 教師あり学習、教師なし学習の相補的な長所、短所の特性を確認しました。
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教師あり・なしモデルの組み合わせ（仮）

元画像

z

...

教師なし

（USV）モデル
後
処
理

...

正常確度

高

低

教師あり

（SV）モデル

①

①

...

異常確度

高

低

...

正常確度

高

低

...

きしみ傷確度

高

低
①

...

判
定
ロ
ジ
ッ
ク

前
処
理

後
処
理

正常確度

USV正常高 & SV正常高

USV正常高 || SV正常高

USV異常高 & SV異常高

USV異常高 || SV異常高

SV正常低 & SV異常低

USV正常低 & USV異常低

...
...

正常

異常

正常

きしみ傷

中きしみ

シェリング
異常確度

①



Thank you
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