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1. はじめに

　HALT (Highly Accelerated Limit Test )の評価プロセスは

図1に示すように、①HALT装置による供試品に対するス

トレス印加と②機能試験による供試品の稼働又は破壊限

界(併せて限界値)と故障部位の検出、③試験後の故障解

析による故障モードの判別、④必要に応じた供試品の改

善、を行う流れを満足できる結果が得られるまで行う。

 

図1　HALTの評価プロセス

　供試品へのストレス印加と動作確認(＝機能試験)は図

2に示すステップストレス試験で行い、各ステップ又は

連続で動作状態を記録する。機能試験で求める限界値は、

ストレス印加時に供試品の動作が停止し、ストレスを取

除いた状態で動作が復帰するストレス値を稼働限界、ス

トレスを取除いた状態でも動作が復帰しないストレス値

を破壊限界としている。

　本報告では機能試験の課題点を、「 得られたデータに

よる限界値の判定に困る場合がある」、「 動作異常が認

められないストレスでの異常度合の数値化」と考え、機

能試験結果の時系列データから異常度を計算する機械学

習の方法を用いることで、限界値の客観的な判定に用い

ることの可能性を検討した。

 

 図2　ステップストレス試験

　HALTでは強いストレスを供試品に印加し、機能試験結果より稼働及び破壊限界値を求め、限界値と製品仕様と

の差を稼働及び破壊マージンとして、供試品の堅牢性を示す指標として用いている。しかし、機能試験で得らえ

るデータのみでは、限界値の判定が難しい場合があった。今回は、限界値判定の改善として、機械学習から求め

た異常度を用いて複数の方法で判定することを試みた。
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　機械学習に用いたのは、DCブラシレスファンを供試品

とした比較評価結果の中から、低温ステップ機能試験の

時系列データ［5］を選択した。本報告では以降、限界値は

温度限界値を示すこととする。

2. 機能試験データと機械学習

2.1 機能試験からの限界値の求め方

　ステップストレス試験の各ステップ又は連続で、供試品

の動作状態(電圧、電流等)をモニタする。10℃ /1ステップ

の温度ステップストレス試験では、異常が発生した温度に

対して温度を10℃程度又は常温に戻した時に正常となる場

合は、稼働限界＝異常発生温度±10℃(低温ステップは＋)

とする。破壊限界は上記の確認で正常に復帰しない場合で、

破壊限界＝異常発生温度となる。モニタ値(変動を含む場

合は移動平均など)から限界値を判断するときに、例えば、

その変化が緩慢で複数のストレス条件に跨る場合などで

は、モニタ値に何らかの基準を設けることが望ましい。

2.2 機械学習による異常検知と方法

　HALTの機能試験結果(時系列データ)に機械学習を適

用した例として、横浜国立大学での「極限環境加速限界

試験による高品質設計技術コンソーシアム」の中で、図3

に示す様なイメージで機械学習の1つであるk近傍法を使

用した温度低下による異常度の変化を数値化する手法が

報告された［1］［2］。

 

図3　機械学習の時系列データからの異常検知イメージ

　今回は、上記事例とその引用文献である井出の著作他

［3］［4］を参考に、R言語とRStudioを用いて機械学習プログ

ラムを作成した。そのプログラムで、機能試験結果の時

系列データからの異常度を計算し稼働限界の指標とした。

使用した手法は、k近傍法、特異スペクトル変換法、マハ

ラノビス＝タグチ(MT )法の3つを選択した。

(1 )  k近傍法

　教師あり学習でサンプルの分類などに用いられる。図

4に示す様な2種類のデータ分布を考えると、異常有無の

判定は図中心の検証値×が正常値●、異常値▲の分布の

どちらに近いかで判定する。時系列データの異常検知の

場合は、元データを教師データと検証データに分け、

k=1として最短距離のデータのみを選び異常度の指標と

して扱う。分類の場合は、例えばK＝4として近い順に4

個を選び、検証値×がどちらに属するかを多数決で推定

する。プログラムは、データ読込み、教師データと検証デー

タに分割、各データの平滑化、異常度の計算、結果表示

の流れで実行される。

 

図4　K近傍法による異常値判定

(2 )  特異スペクトル変換法(特異SP法)

　教師なし学習でデータの変化点を検出する。与えられ

たデータ中のある時刻tの周りの過去側に履歴行列、現在

側にテスト行列を部分時系列法により作成する。2つの

行列の位置(時間差)関係は設定したラグ(時間の遅れ)に

よって決める。この2つの行列を特異値分解して食い違

いを数値化し、その最大値から異常度(変化度)を計算す

る。プログラムは、データ読込み、計算条件設定、2つ

の行列作成、特異値分解、異常度(変化度)の計算、結果

表示の流れで実行される。

(3 )  マハラノビス＝タグチ法(MT法)

　教師あり学習でマハラノビス距離に基づく外れ値検出

方法と異常変数選択を組合せている。異常度の閾値が1
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に設定されることが多い。ユークリッド距離とマハラノ

ビス距離の違いは図5に示すように、時系列データ間の

相関性有無に関係する。相関が強い場合はマハラノビス

距離が実際の距離＝ユークリッド距離より短くなる。

 

図5　ユークリッド距離とマハラノビス距離

　プログラムは、教師データと検証データの読込み、教

師データの平均と分散の計算、マハラノビス距離を計算、

異常度の計算、結果表示の流れで実行される。

3. DCブラシレスファンの低温ステップ機能試験

データからの機械学習結果

3.1 目的と供試品

　可動部品に対するHALTとして、DCブラシレスファン

を供試品とし、複数製品による比較試験を行った。供試

品の仕様は表1の通り。

表1　供試品の仕様

供試品 1 2 3 4

使用温度 ℃ －20 ～ 80 -30～80 不明 －10～70

電源電圧 V 12

回転数 rpm 4500 4600 4500 5300

軸受け スライド ボール

サイズ㎜ 60×60×25

3.2 試験条件と機能試験

　供試品は図6に示す通り、HALTチャンバーの循環風に

ファンの回転面が平行となるように取付けた。全てのス

テップストレス試験の条件は表2に示す通り。

 

図6　供試品の取付け

表2　ステップストレス試験条件

温度設定 振動設定 

低温
ステップ 20～－100℃/10℃間隔 －

高温
ステップ 20～130℃ /10℃間隔 －

温度急変 LOL～UOL － 

振動
ステップ 20℃ 5～75Grms/5Grms間隔 

複合
ステップ LOL～UOL VDL/5～VDLまで5段階 

備　考
※各ステップの温度、振動保持時間は各10分
※※LOL：低温稼働限界　※UOL：高温稼働限界
VDL：振動破壊限界 " 

　機能試験では各供試品の電圧、電流、回転パルス周波

数(＝回転数/30 )を記録した。回転パルス周波数測定は

データロガーの周波数カウント機能を使用した。

3.3 HALT結果と低温ステップの機能試験結果

　HALT結果で稼働限界に関する異常が顕著に現れたのは

低温ステップでのファン回転数で、機能試験ログデータ

(電圧省略)に移動平均を追加し図7に示す。結果として、

供試品1と2は特に回転パルス周波数の低下(回転数低下)

と電流上昇が顕著であり、常温に戻すと異常は解消した。

また、回転パルスが瞬間的にゼロになるのは、測定器が

ファン回転の瞬間的な揺らぎに追従できないためである。

このようにファンは動作しているが温度低下に伴い徐々

に回転数が低下する場合の稼働限界は、評価基準が決まっ

ていないと判定が困難である。そこで機能試験のログ(時

系列)データを機械学習で処理して異常度を求め、それが

大きく変化する温度を稼働限界とすることができるか検
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証することにした。HALT結果の詳細は参考文献[5]を参照

のこと。

 

 

 

 

図7　低温ステップ機能試験ログデータ

　

3.4 機械学習による稼働限界の判定

　低温ステップ機能試験ログデータ(電流、回転パルス)

より表3に示す基準で、機械学習の3つ方法により異常度

(又は変化度)を求め、従来のログデータ移動平均も含め

て、稼働限界を求めて比較した。

表3　機械学習と稼働限界判定基準

教師データ データの正規化 稼働限界判定

移動平均

なし なし

値が最初に
大きく変動

特異SP法
異常度(変化度)
が最初に大きく

変動
k近傍法

20℃測定値
教師データ

最大値で除算

MT法
異常度が1を

超える

　結果のグラフ全てを記載することはできないので、供

試品1と3の結果(稼働限界：赤〇)のみを図8と9に示す。
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図8　供試品1の機械学習結果 

 

図9　供試品3機械学習結果比較
 

　求めた稼働限界値の一覧を表4に示す。これより、各

方法により低温稼働限界に差が認められる。特異スペク

トル変換法は変化速度の遅い電流変化が検出できていな

い、MT法は正常範囲考えられる回転及び電流変化を異常

と判断していることなどが判った。そこで今回の試験条

件とデータ解析条件では、k近傍法の結果が最も適当とし

て、低温稼働限界値とした。

　また、低温ステップの堅牢性は供試品1＜供試品2＜

供試品3・4と考えることができ、軸受けの種類やグリス

の影響が推定された。

 

表4　低温稼働限界値(℃ )の一覧

供試品 1 2 3 4
低

温
動

作
限

界
（

℃
）

機能

試験

ログ

データ

回転

パルス
電流

回転

パルス
電流

回転

パルス
電流

回転

パルス
電流

移動

平均 －10? －30 －30? －30 －100? －100? －100? －90? 

k近

傍法 －10 －20 －30 －30 -80 －100 －90 －90 

特異

SP法 －10 － －30 －30 -80 － －100 －

MT法 －10 －20 －30 －40 -80 －30 －80 全て

異常値 

※表中の数値の?は値を決めかねていることを示す

3.5 使用した機械学習手法の評価

　k近傍法は異常度が変化する点の検出に優れたために結

果を採用したが、閾値の設定や異常発生から破壊等まで

の時間が長い場合は、変化点の判断が難しい。特異スペ

クトル変換法は教師データが不要だが、変動時間の長い

異常検出ができなかった。MT法は閾値を基準として明確

に判定可能だが、温度変化などがある場合は、それによ

る異常度が追加されるため、温度変化の影響を補正(次元

削除)する必要があった。

　特異スペクトル変換法ではデータのサンプリング間隔

の変更、MT法では元データの差分や回帰補正などで次元

削除を試みたが、入力データを前処理するための理論付

けが不足していたので、採用は見送った。
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4. まとめ

(1 )  低温ステップ結果とログデータに対する機械学習結果

　供試品①②で電流の上昇と回転数低下及び回転パルス

の瞬断が多数発生し、稼働限界の判断に困ったことで、

機械学習手法の中から、本試験に対する適切な手法を選

択し、ログデータの移動平均に対してk近傍法による異

常度の数値化と、それに基づく判断が有効なことを確認

できた。

(2 )  供試品の堅牢性

　DCファンの稼働限界に軸受けが及ぼす影響は大きく、

安定した動作のためには、適切な軸受けを使用した製品

を選ぶのが望ましい。

(3 )  今後の機械学習の活用について

　HALTを含めた信頼性評価には、時系列データからの異

常検知、回帰分析による将来予測、分類による品質評価

の手法が活用可能である。機械学習の有効性については、

データの前処理の方法、選択する機械学習手法、作成し

たプログラムの出来栄えに依存するため、今後も継続し

て検討を続けて行きたい。
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