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概要：工業製品の製造ラインにおいて産業用ロボットアームのような常時稼働する機械が故障した際，ダウンタイム

による損失が生まれ，復旧にコストがかかってしまう．それを防ぐため，異常のありそうな箇所を察知することが必

要である．劣化を示す特徴量を特定し，音によって異常を予知する方法を確立する．本研究では劣化を示す特徴量を

検討し，新品と旧品の判定を行った．
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1. ま え が き

私達の生活を支える様々な機械には寿命があり，いず

れ何らかの異常によって故障してしまう．その機械の異

常と言っても様々であり，それぞれを検知するため多く

の研究がされてきた．異常が目に見える傷ならば画像認

識を用いてその検知を行い [1]，異常が誤作動ならば異常

箇所にセンサを設置して振動解析を行う [2]．

とりわけ産業用ロボットアームのような常時稼働して

いる機械を扱う上では，一つのアームの故障によって突

然製造ラインがストップしてしまうと，その修復に時間

やコストがかかってしまうため，故障する前に異常を予

知することで，そのリスクを無くし安全に装置の修正を

行う必要がある．そこで，機械の発する音を録音しリア

ルタイムで解析することで異常を予知する．

本研究は，産業用ロボットアームの軸が出す音の特徴

量分析を行い，劣化を示す特徴量を特定することで，異

常音から故障を未然に防ぐ方法を確立することを目指す．

異常音検知に用いる特徴量の検討はこれまでも研究され

ている [3]．本論では ShapeFactor という特徴量に着目

し，新品かどうかの判定を行った．

2. 対象としたロボットと発する音

2. 1 ロボットアームの詳細

株式会社デンソーウェーブの VS-068というロボット

アームを使用する．図–1に示される通り，全 6軸の関節

を持つロボットアームであり，各関節を自由に動かすこ

とができる．便宜上図–1のように軸の名前を決める．使

用による劣化を示すために，使用したことのない新しい

製品（以下、新品）と，3軸に異常のある使用済み製品

（以下、旧品）を用意する．なお旧品の 3 軸以外に異常

はない．ロボットが発する音を収録した時のマイクの位

置，高さ，本数等の条件は図–2の通りである．

本研究で分析する音は 1 軸の音とした．新品と旧品

の 1軸のみを何度も往復させた音を 8つのマイクで録音

する．

図–1 株式会社デンソーウェーブのロボットアーム：VS-068

図–2 ロボットが発する音の収録条件

2. 2 往復データの切り取り

1往復ごとにデータを比較するために，まず連続で収

音されているデータを 1往復ごとのデータに分割する．1

往復分のデータそれぞれについて特徴量を計算する．新

品と旧品それぞれのデータの概要を表–1に示す．

表–1 新旧のデータ概要

新品

収録日 2018 年 10 月 17 日
サンプリング周波数 44100 Hz

データ点数 44270

往復数 62

旧品

収録日 2018 年 11 月 27 日
サンプリング周波数 44100 Hz

データ点数 53386

往復数 54



表–2 判定結果

マイク 6 マイク 7 マイク 8 マイク 9 マイク 10 マイク 11 マイク 12

新品を正しく判定した割合 100% 100% 100% 100% 85% 100% 100%

旧品を正しく判定した割合 100% 66% 100% 100% 0% 11% 46%

2. 3 ハイパスフィルタ処理

図–3に示すパワースペクトルを見ると，主に 80Hz以

下の低周波にノイズが多く見られる．そこでMATLAB

の highpass関数を用いて 80Hz以下にハイパスフィルタ

をかける．フィルタ処理をした後のパワースペクトルを

図–4に示す．80Hz以下が遮られていることがわかる．

図–3 パワースペクトル（青：新品，橙：旧品）

図–4 フィルタ処理後のパワースペクトル（青：新品，橙：旧品）

3. 着目する特徴量

新旧の区別がつく特徴量を探し，その特徴量を新旧の

判定に用いる．今回は ShapeFactorという特徴量に着目

する．ShapeFactor とは，RMS を絶対値平均で割った

統計量であり，次のように表される．

ShapeFactor(Xi) =

√
1
N

∑N
i=1 (Xi)2

1
N

∑N
i=1 |Xi|

(1)

マイク 5の ShapeFactorの新旧の分布を図–5に示す．新

品と旧品で分布がはっきり分かれていることが分かる．

4. 判 定

4. 1 判 定 手 法

実際の工場ラインでの測定を想定した際，各機械の近

くで決められた方向にマイクを設置するのでは不便であ

るため，マイクの方向や場所に依らない測定方法が望ま

しい．そのため，どのような方向でも判定ができること

を確認する．マイク 5（正面）の音を基準に，他のマイク

図–5 ShapeFactor の分布（青：新品，橙：旧品）

において判定できるかを確かめる．マイク 5の新旧往復

データの特徴量を予め算出する．他のマイクの 1往復に

ついて特徴量を計算し，マイク 5それぞれの特徴量との

距離を測定することで，新旧を判定する．判定する 1往

復の特徴量の値を xとし，マイク 5の新品 62データ分の

特徴量を li，旧品 54データ分の特徴量をmiとして，距

離をそれぞれ dl，dmとすると，
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√√√√ 1
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となり，dl < dmで新品，dl > dmで旧品と判定する．

4. 2 判 定 結 果

新旧の判定結果を表–2に示す．マイク 6，8，9は全て

のデータにおいて 100%の結果であった．図–2における

右側のマイクにおいて誤判定が見られたのは，ロボット

アームのファンが向かって右側に付いていることが影響

している可能性がある．

5. む す び

異常音検知および予知への第一歩として，特徴量の検

討を行い，新旧データの判定を行った．用いた特徴量は

ShapeFactorで，左方向からは新旧判定することができ

た．今後の課題として，ノイズ処理をしても未だ雑音の

影響を受けてしまうことが見られた．入力データ，特徴

量，判定方法それぞれについて更なる検討をし，マイク

位置の違いだけでなく，速さや軸による違いも判定でき

るようになることを目指す．
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