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Abstract: Until now, the safe and efficient on-site transfer of materials and products has been
conducting through careful maintenance management at Kurashiki site area, West Japan, of JFE's
Iron and Steel Works. After 50 years of operation, the rail track maintenance expert system
(JFE-RTMES) has been developing that comprehensively analyzes various data and information
collected to use for maintenance and countermeasures to aging and future troubles. The rail track
maintenance method implemented in the area for the purpose of incorporation into this system is
outlined in this paper.
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1. はじめに

を進めている人工知能を用いた保線管理エキス

1967 年に建設された JFE スチール西日本製鉄

パ ー ト シ ス テ ム （ JFE-RTMES ： JFE-Rail Track

所（倉敷地区）は，福山地区と一体運営をしてい

Maintenance Expert System）（河口他,2019）に

る銑鋼一貫プラントである．鉄道軌道の保線管理

活用する予定である．本稿では，開発中ではある

手法に関しては，数多くの研究（古川 2013）が成

が，本エキスパートシステムへの組み込みを予定

されてきているが，当該地区においても，これま

している現地における保線管理手法とその適用

で，独自の研究開発や試行錯誤を重ねてきており，

について概説する．

安全で経済的な保線管理に務めてきた．現在，今
後の保線管理業務の省力化や高効率化を目的に，
これまで収集整理してきた各種データを総合的
に分析するための解析システムの開発に取り組
んでいる．ここで得られた情報は，そのまま開発
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2. 保線管理エキスパートシステムの特徴
2.1 システム開発の目的
当該地区では，数多くの専門技術者によって，
保線管理に関するさまざまな項目を測量・測定・
検査・目視点検を行い，レール軌道の安全性確保
に役立てきている．ここでは，日々，更新されて
いる多項目で，膨大な情報を整理・分析して，レ
ール軌道の安全性を評価しており，変状が進行し
た場合には，これらのデータを基にして迅速に，

適切な対策を検討し，タイムリな処置につなげて

3.1 説明変数

いる．通常，一連の保守管理作業において，さま

当該地区において保線管理の目的で定期・非定

ざまな課題に対して議論することになるが，この

期に実施している測量・測定・検査・目視点検の

とき，分野の違う多くの専門技術者に，正確な現

項目を，表-3 に示す軌道測量，レール測定・検査，

地の状況を迅速に伝えて，現地の状況に適した補

レール目視点検，周辺環境目視点検の 4 つに区分

修の必要性や対策について提案をして貰うこと

する．このようにレベル分けされた保線管理デー

が重要になる．こうした状況での活用を勘案して，

タを多変量解析や今後のニューラルネットワー

開発するシステムは，表-1 に示す特徴を有するこ

ク解析の説明変数として活用する．

ととした．

表-3 保線管理シート（JFE-RTMES）
表-1 開発システムの特徴

①
②
③
④

混在する量的・質的なデータの分析
専門分野の違う関係者への分かり易い説明
過去の経験を反映しながらも将来に渡って
対応時期や補修方法の検討に有効な情報の
提供
補修管理の検討時の省力化，高効率化につ
ながるようなシステムの構築

2.2 解析プラットフォーム
本システムは，表-2 に示す解析プラットフォー
ム （ VGE-AI: Visual Geo-Engineering SystemArtificial Intelligence）
（近久他, 2012）上に構築す
る．ここでは，現地で得られた管理データの性質
や将来発生する可能性のある課題に対して，様々

そして，定量的・定性的な情報として得られる

な解析機能を活用してデータを分析し，適宜，補

各管理項目に対して，表-4 に示すように，それぞ

修方法や対策方法を検討することを想定してい

れ 5 段階の管理レベル（ 安定 ， ③注意 ， ②

る．

警戒 ， ①危険 ， 限界 ）を設定する．これは，
表-2 解析プラットフォームの機能

①
②
③
④
⑤

ニューラルネットワーク解析
統計解析，ファジー推論解析
最適化解析
画像解析（画像処理，精密写真測量，拡張
現実等）
その他（例，有限要素法による応力変形解
析等）

現状の評価だけでなく，数多くの関係者との情報
共有や協議時に，軌道の状態が理解し易いように
するためであり，得られた結果の管理レベルによ
って，その後の測量・測定・検査・目視点検作業
の頻度や精度を増し，必要に応じて，補修方法の
検討にも活用する．
表-4 管理レベルと軌道の状態・対応の関係

3. 解析データ
ここでは，人工知能解析の作動確認のための一
次評価として実施したサンプルデータを用いた
多変量解析（判別分 析）（Chikahisa,1997，近
久,1991）を例に，説明変数と目的変数について
述べる．

3.2 目的変数
一方で、目的変数は， 補修の必要性

とし、

目的変数:OV20)補修必要性

図-1 に示す区分レベルを与える．

図-2 判別分析とクラスター分析の結果（19 項目）

この検定で有意性が認められた 9 つの管理項目
図-1 目的変数の区分レベル

に絞って，再度，判別分析を行った．この解析の

なお，通常，補修に関しては，現場では実施の
有無だけの判断になるが， 緊急に補修が必要で
あるが補修できなかった区間 や 緊急補修の必
要性は低いが，補修を実施した区間 など，補修

結果を，図-3 と表-5〜8 に示す．表-5〜6 は，第
一主成分と第二主成分に対するカテゴリスコア
であり，図示すると図-3 の右下図のような分布図
になる．

の有無の間の遷移的な判断領域が，現場担当者に
提供する情報としては非常に重要と考え，解析上，
図-1 のように管理項目のレベルに対応させて 5
段階に区分している．
4. 解析結果の出力
図-2 は，人工知能解析の作動確認のための一次
評価として実施したサンプルデータを用いた多
変量解析結果（判別分析）である．ここでは，サ
ンプル値の分布（図中の楕円は，各群の 2σの範
囲を示す），目的変数とした

補修の必要性

の

各レベル（正常，注意，警戒，要補修，緊急補修）
に対応するサンプルスコアの分布，そして，その
分布から計算される 補修の必要性 の各レベル
の発生確率を示している．また，図-2 の右図は，
分析結果を用いて実施したクラスター分析の結

図-3 判別分析による評価結果
（95％有意な 9 項目）
表-5 管理項目のカテゴリスコア（第一主成分）
第1ｶ ﾃ ｺ ﾞﾘ ･ｽ ｺ ｱ
I03
高低測量
I04
通り測量
I07
腹厚測定
I09
縦探傷検査
I10
横探傷検査
I11
遊間測定
I13
底部欠損
I14
Rブレス等
I15
継目板

定数項

0.145

範囲
0.411
0.475
0.300
0.146
0.414
0.514
0.652
0.637
0.406

正常
-0.114
-0.152
0.066
-0.031
0.359
0.145
-0.352
-0.154
-0.298

固有値 :

0.763

③注意
-0.017
0.006
-0.045
0.001
-0.047
0.175
-0.202
-0.082
-0.230

②警戒
-0.011
0.023
-0.013
-0.016
0.015
0.066
-0.114
-0.074
-0.018

①危険
0.297
0.027
-0.149
0.115
-0.055
0.215
-0.021
0.233
0.108

限界
0.174
0.323
0.151
0.000
0.000
-0.298
0.300
0.483
0.001

果を樹形図で表したものである．本分析では，目
的変数とした

補修の必要性

は， 頭部摩擦測

表-6 管理項目のカテゴリスコア（第二主成分）

定 と 通り測定 の管理項目との親和性が高く，
この 2 つの管理項目に重きを置いて， 補修の必
要性 の判断をしていることが分かる．
つぎに，統計量Λの検定を実施して，使用した
19 の管理項目の中から有意水準が 95％以上の項
目だけを抽出した．

表-7〜8 は，説明変数として用いた 管理項目

の第一主成分と目的変数とした

補修の必要性

タを分析した結果として， 補修の必要性

との単相関係数と重相関係数と偏相関係数であ

生確率を該

る（重相関係数が 0.78 になっている）
．

当するレー

表-7 管理項目の単相関係数と重相関係数
（第一主成分）

の発

ル区間の中
央から拡が
る円（半径
が予想確率，
色は管理レ
ベル）で表
している．
図-5 出力図の詳細

表-8 管理項目の偏相関係数（第一主成分）

5. おわりに
本稿では，当該製鉄所における保線管理の手法
と開発中の JFE-RTMES への適用方法について説明
した．現在，より現地の情勢に近い分析結果とな
るように，ニューラルネットワーク解析等を用い
図-4 は，検討対象の全体状況が俯瞰できるよう

た機械学習や深層学習を進めている．ここで得ら

にした総括図であり，解析データ（管理項目）と

れた結果は，将来，補修の方法，期間，費用の概

解析結果（ 補修の必要性

算を組み合わせることによって，補修の時期によ

を発生確率で表示）

を航空写真上に重ね合わせたものである．

る関連事業への影響や将来コストの変化などが
検討できるような LCM に繋げたいと考えている．
また，本文が，他のサイトで実施されている管理
業務の参考になれば幸いである．
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