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道路付帯機器システムの劣化速度と劣化加速度は，機器のタイプや使用・環境条件に応じて多様に異なる．そ
れらの機器システムのアセットマネジメントを考えた場合，機器システムの多様な故障過程を把握した上で，最
適管理施策を決定していくことが重要である．そこで，本研究では，機器タイプ間に潜在する劣化速度と劣化加
速度の異質性を定量化した 2次元混合ワイブル劣化ハザードモデルと，そのベイズ推計手法を提案する．さら
に，2種類の異質性の周辺分布をガンマ分布として表現するとともに，異質性の相関構造をアルキメディアン・
コピュラを用いて表現し，2種類の異質性の同時分布を定量化する．最後に，高速道路付帯機器システムに対す
る実点検データを用いて，本研究で提案する手法の有用性を検証する．

Key Words : two-dimensional mixed Weibull model, copula, Bayesian estimation, asset management

1. はじめに

道路交通サービスを支援する道路付帯機器システム

（以下，機器システム）は，多様かつ膨大な数の機器群

により構成されている．機器システム導入時点から時

間が経過するに従って，各機器の劣化が進展し，機器

の故障率が増加する．故障した，あるいは劣化の進展

した機器に対しては，適宜更新が実施される．このと

き更新施策として，1）時間軸上のある時点でシステム

内の全ての機器を故障の有無にかかわらず更新する一

括更新施策，2）定期的に実施される点検の実施時点に

故障している機器のみを更新する逐次更新施策が考え

られる．また，一般的な社会基盤施設と比べ，機器シ

ステムの保守を実行するためには，部品調達等の在庫

問題や，陳腐化した機器システムに対する保守技術者

の確保等が必要となる．このような機器の陳腐化に伴

うリスク 1) は，システム導入からの時間経過に伴って

増大する．機器システムのアセットマネジメントを実

施するためには，機器システムの導入時点において各

機器の故障過程を定量化し，一括更新施策および逐次

更新施策それぞれにおける期待故障数等を把握するこ

とによって，機器の保守業務に関する緻密な計画を策

定していくことが重要となる．

機器の故障過程は，ハザードモデル 2),3) に代表され

る生存時間解析に基づいて記述される．故障解析におい

て用いられるワイブル劣化ハザードモデル 4)では，劣

化過程は劣化速度と劣化加速度で制御される（2.と 3.

で述べるように，ワイブル劣化ハザード関数は尺度パ

ラメータと形状パラメータで表現され，ハザード関数

自体が劣化速度を示す．本研究では，2.(3)で示すよう

な異質性の 2次元配置に着目するといった目的のもと

分析を進めるために，施設の劣化速度の特性がハザー

ド関数の尺度パラメータで，劣化加速度の特性が形状

パラメータで代表されるという考えのもと，劣化速度，

劣化加速度という用語を使用する）．不可観測な要因が

機器の劣化過程に及ぼす影響が無視できない場合も少

なくない．劣化速度に影響を及ぼす観測不可能な要因

をガンマ分布に従う確率変数（異質性パラメータ）と

して表現したランダム比例ワイブル劣化ハザードモデ

ルが提案されている 5)．ただし，ランダム比例ワイブ

ル劣化ハザードモデルは，劣化速度に介在する異質性

を異質性パラメータとして定義して，故障の発生確率

（ハザード率）に乗ずることによって個々の機器の劣化

過程を表現した比例ハザードモデルであり，同モデル

においてワイブル劣化ハザードモデルの劣化加速度に

介在する異質性は考慮されていない．ランダム比例ワ

土木学会論文集F4（建設マネジメント）, Vol. 72, No. 2, 47-62, 2016.

47



イブル劣化ハザードモデルを用いることにより，例え

ば，機器タイプ（あるいは機器タイプを使用・環境条

件でさらに細分化した機器グループ）ごとに劣化過程

を識別することが可能となったが，現実の機器の劣化

過程を考えた場合，機器タイプごとに損傷項目が異な

ることから，劣化加速度も劣化速度と同様に，多様に

変化すると考えられる．さらに，上述の 2種類の更新

施策（一括更新施策，逐次更新施策）のいずれを採用

するかを考えた場合，2.(3)で詳述するように，機器タ

イプごとの劣化加速度が極めて重要な因子となり，劣

化速度のみならず，劣化加速度に対しても異質性を考

慮する必要がある．

以上の問題意識のもとに，本研究では機器システム

を構成する機器の故障率の時間的変化を，劣化速度，劣

化加速度に関する 2種類の異質性を考慮した 2次元混

合ワイブル劣化ハザードモデルで表現する．その際に，

2種類の異質性パラメータの周辺分布をガンマ分布と

して表現するとともに，異質性の相関構造をアルキメ

ディアン・コピュラを用いて表現し，2種類の異質性の

同時分布を定義する．以下，2.で本研究の基本的な考

え方を説明する．3.では機器システムの故障過程をモ

デル化し，4.で 2次元混合ワイブル劣化ハザードモデ

ルの推計手法について述べる．5.では高速道路の道路

付帯機器システムを対象とした適用事例を示す．

2. 本研究の基本的な考え方

(1) 従来の研究概要

本研究では，道路付帯機器の故障過程をワイブル劣

化ハザードモデルで表現するとともに，膨大な種類の

機器で構成される道路交通サービスの支援機器の故障

特性の異質性をシステム的に分析する方法論を提案す

る．機器の統計的故障解析に関しては，ハザードモデ

ル 2),3) を用いた研究事例が蓄積されている．また，ア

セットマネジメントの分野においても，マルコフ劣化

ハザードモデルをはじめとして，多様な劣化ハザード

モデルが提案されている 6)−10)．道路付帯機器の故障

過程を分析する場合，機器の故障事象は，故障の有無

という 2値情報で表現されるために，伝統的なハザー

ドモデルの適用が可能である．すでに，貝戸等は，交

通管制システムが膨大な種類の機器類で構成されてい

ることに着目し，多品種・少数の機器群の故障過程をモ

デル化するために，ランダム比例ワイブル劣化ハザー

ドモデル 5)を提案している．ランダム比例ワイブル劣

化ハザードモデルでは，ベンチマークとなる標準的な

故障ハザード関数を異質性パラメータ 11),12) が 1とな

る場合のベースライン関数を用いて表現するとともに，

個々の機器の故障ハザード関数の異質性を比例的パラ

メータを用いて表現することを目的としている．本研

究では，ランダム比例ワイブル劣化ハザードモデルに

劣化加速度の異質性を加えて考慮した 2次元混合ワイ

ブル劣化ハザードモデルを開発する．

2次元混合ワイブル劣化ハザードモデルでは，劣化速

度と劣化加速度の関係をコピュラ 13),14) を用いて表現

する．貝戸等 15)は，高速道路橋伸縮継手装置の劣化予

測において，異なる劣化事象における複数種類の点検

データに対し，コピュラを用いることによる点検デー

タ欠損補完の可能性を示唆した．水谷等 16)は，コピュ

ラを用いた多元的劣化評価に着目するとともに，点検

データ欠損の補完も実現している．一方，本研究では，

単一の劣化事象を対象としており，複数の劣化事象を

用いた多元的劣化評価やデータ欠損の補完には主眼を

置いていない．2.(2)，2.(3)で述べるように，単一の

劣化事象に着目し，当該劣化事象における劣化過程の

劣化速度と劣化加速度の双方を用いた多元的劣化評価

により，点検や更新の時期のみでなく，施設の更新施策

の決定に直接資するような方法論を提案している点に

本研究の新規性と有用性がある．

(2) 機器システムの故障過程

機器システムの故障は，機器の劣化とは関係なく故

障が発生する偶発的故障と，劣化が原因となって発生

する消耗系故障に大別される．偶発的故障の発生過程

は指数劣化ハザードモデル，消耗系故障の発生過程は

ワイブル劣化ハザードモデルにより表現できる．消耗

故障系機器では，直近の更新時点からの経過時間が長

くなるほど，故障の発生確率（ハザード率）が大きく

なる．本研究では，このような消耗故障系機器の寿命

分布がワイブル分布に従うと仮定する．さらに，異な

る機器のハザード率が，時間の関数として表現できる

と考える．このようなハザード率の時間的変化を表し

た関数をハザード関数と呼ぶ．一方，偶発故障系機器

の寿命分布は指数分布に従うとする．高速道路の機器

システムには，消耗故障系機器と偶発故障系機器が混

在していると考えられる．指数劣化ハザードモデルは，

ワイブル劣化ハザードモデルの加速度パラメータを 1.0

とした特殊形である．本研究で提案する 2次元混合ワ

イブル劣化ハザードモデルでは，加速度パラメータ（3.

以降の mρ）の定義域 (0,∞)に 1を含みm，ρを推計

する．mは，機器群全体の劣化加速度を規定し，モデ

ルの推計過程では，平均を 1とする加速度の異質性パ

ラメータ ρに対する規格化定数の役割も兼ねる．一方，

平均値を 1とする ρは，個々の機器タイプごとに規定

され，機器タイプの劣化加速度の異質性を推計する．推

計された mρが 1に近づけば，当該機器タイプでは偶

発的故障が卓越し，mρが大きくなるにつれ消耗故障が
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卓越する．このように，2次元混合ワイブル劣化ハザー

ドモデルを推計することにより，それぞれの機器タイ

プの故障特性を明示的に識別できる．

機器システムは数多くの機器で構成されるが，それ

ぞれの個別タイプの機器数はそれほど多くない．ワイ

ブル劣化ハザード率の異質性を混合確率モデルで表現

しない場合，同一の故障特性を有する機器タイプごと

に異なるワイブル劣化ハザードモデルを推計すること

が必要となる．しかし，各機器システムを構成する機

器の数が少ない場合，ワイブル劣化ハザードモデルを

推計することが困難となる．以上のことを考慮すると，

機器間の劣化速度の異質性をハザード率に乗ずる確率

分布として，また劣化加速度の異質性を加速度パラメー

タに乗ずる確率分布として，それぞれ表現可能な 2次

元混合ワイブル劣化ハザードモデルは，多品種・少数

の機器構成を有する機器システムの故障過程を表現す

るために優れた性質を有しているといえる．

(3) 異質性の 2次元配置の定量化と更新施策

本研究で提案する 2次元混合ワイブル劣化ハザード

モデルでは，劣化速度の異質性と劣化加速度の異質性

を 2次元的に表現する．機器システムに限らず，社会

基盤施設の劣化過程には施設の種類や設置箇所の違い

に起因した異質性が存在することが少なくない．これ

までにランダム比例ワイブル劣化ハザードモデル 5)や

混合マルコフ劣化ハザードモデル 9)のような，ハザー

ド率に対する比例的な異質性を表現した劣化予測モデ

ルが開発されている．しかし，機器システムでは，そ

の供用経過時間が劣化加速度としてハザード率に大き

く影響するため，劣化加速度の異質性を考慮した上で

システム全体の点検・更新施策を検討することが望ま

しい．

消耗故障系機器では，供用開始からある程度時間が

経過した時点で，複数の機器が一斉に故障し始める．同

時に供用が開始された複数の消耗故障系機器に対して，

逐次更新施策を行った場合，供用開始直後では，更新対

象の機器が極めて少なく，ある程度時間が経過した後

はリスク管理水準を満足しない，あるいは，逐次更新

で相当数の機器を更新するという不経済が生じてしま

う．そのため，このような消耗故障系機器に対しては，

ある時間が経過した時点で一括更新を行う施策がリス

ク管理水準を満足しつつ，ライフサイクル費用を最小

とする最適施策であると考えられる．一方で，偶発故

障系機器に対しては，同様の議論を通じて，逐次更新

施策が最適施策となると考えられる（当然のことなが

ら，このような議論を行う際には，5.(4)で言及するよ

うなライフサイクル費用評価やリスク分析を通じた定

量的評価をすることが望ましいが，本研究ではこれら

図–1 2次元異質性パラメータと同時分布

に関しては今後の課題とする）．2.(2)で述べたように，

ある機器タイプにおいて，偶発故障，消耗故障のいず

れが卓越するかは，劣化加速度の異質性として表現で

き，劣化加速度の異質性を推計することにより，機器

タイプに対して，一括更新施策と逐次更新施策のいず

れを採用すべきかという問題を解決することができる．

このように，機器の更新施策の決定を目的として，劣

化加速度の異質性を定量的に評価した事例は，筆者ら

が知る限り過去には存在しない．

2次元混合ワイブル劣化ハザードモデルでは，劣化速

度と劣化加速度の 2種類の異質性を点検・更新施策の評

価単位ごとに推計する．劣化速度の異質性は点検間隔

や更新間隔に，また上述のように，劣化加速度の異質

性は更新施策に主に影響する．図–1には，2次元混合

ワイブル劣化ハザードモデルを用いて導出できる 2次

元異質性プロットを模式的に示している．個々のプロッ

トは，それぞれの評価単位を表し，横軸は劣化加速度の

異質性パラメータ，縦軸は劣化速度の異質性パラメータ

を表す．同図を用いることにより，劣化速度が大きく，

重点監視を行うべき機器タイプや設置箇所を抽出でき

る．このような問題意識のもとに，本研究では，劣化

速度の異質性と劣化加速度の異質性の同時分布を異質

性パラメータの周辺分布とコピュラ 13),14) を用いて定

義する．コピュラは，複数の確率変数の周辺分布関数

とそれらの同時分布関数を接合する関数であり，接合

分布関数とも呼ばれる．コピュラを推計することによ

り，平均値を 1とする個々の異質性分布の確率構造を

保持しながら同時分布を推計することができる．これ

により，2種類の異質性間の相関関係も定量的に評価で

きる．図–1に併せて示した 2種類の異質性の同時分布

を推計することにより，異質性の 2次元プロットを定

量化することができる．2種類の異質性プロットの定量

化により，システムを構成する機器群のうち，どの程
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図–2 パラメータと生存関数の関係

度の個数の機器に対していずれの更新戦略を適用する

かに関する方針を検討することができる．1.で述べた

ように，高速道路付帯機器システムにおいては，技術

的陳腐化が起因し，その保守業務に必要な資源数を予

め把握しておくことが極めて重要となる．本研究で提

案する方法論は，更新施策の最適化のみならず，管理

者が保有する機器システム全体に対して，将来必要と

なる保全のための資源数をシステムの導入時に把握す

ることを可能とし，システム導入の計画段階において

も非常に有用となる．

(4) 推計値ペアの選択問題

本節では，コピュラを用いて 2次元混合ワイブル劣

化ハザードモデルを推計する計量経済学的な意義につ

いて考察する．機器の使用時間が sのとき，故障する

確率密度を表すワイブル劣化ハザード関数は，尺度パ

ラメータ γ と形状パラメータ αを用いて，

λ(s, γ, α) = γαsα−1 (1)

と表現できる．パラメータペア (γ, α)を所与とすると故

障確率の推移過程は一意に定まる．ここで，(γa, αa) =

(1.41×10−4, 2.78)，(γb, αb) = (3.38×10−4, 2.50)とい

う 2種類のパラメータペアをとりあげる．図–2は，そ

れぞれのパラメータペアに対してワイブル劣化ハザー

ドモデルを用いて求めた生存関数を示している．同図に

示すように，2つのパラメータペアは明らかに異なる値

をとるものの，生存関数の形状が極めて類似している．

このことは，ワイブル劣化ハザードモデルを最尤推計

するための尤度関数の凸性が保証されておらず，最尤

推計問題に多くの局所最適解が存在することに起因し

ている．しかも，複数の局所解に対する尤度関数値に

大きな差異が存在せず，パラメータの最尤推計値を一

意的に求めることが困難になる可能性が存在する．こ

の問題は，ワイブル劣化ハザードモデルにおける本質

的な問題であるが，劣化加速度に対しても異質性を考

慮した 2次元混合ワイブル劣化ハザードモデルにおい

ては，特にこの問題が顕著となる．2次元混合ワイブル

劣化ハザードモデルの場合，尺度パラメータ γ と形状

パラメータ αを推計するにとどまらず，機器グループ

ごとにこれら 2つのパラメータに対して定義された異

質性パラメータ値を推計することが必要となる．この

場合，個別機器グループごとに異質性パラメータを推

計するという方法では，「多くの局所最適な異質性パラ

メータの推計値ペア中でどのペアを選択すべきか」と

いう推計値ペア選択の問題が発生する．

本研究では，このような異質性パラメータ推計値の

選択における不安定性の問題を，コピュラを用いた 2

種類の異質性パラメータの同時分布をパラメトリック

に設定することにより解消する．すなわち，尺度パラ

メータ γ と形状パラメータ αの間に存在する相関構造

を明示的に考慮して，コピュラ全体の推計精度を最大

にするように個別機器グループごとの異質性パラメー

タ値とワイブル劣化ハザードモデルを同時推計するこ

とにより，パラメータの推計値ペアの選択における不

安定性の問題を克服することができる．

3. 2次元混合ワイブル劣化ハザードモデル

(1) ワイブル劣化ハザードモデル

カレンダー時刻 s0 を初期時点 t = 0とする離散的時

間軸を考える．時間軸上の点を時点と呼び，カレンダー

時刻と区別する．初期時点 t = 0に機器が更新され，そ

れが故障するまでの期間（以下，寿命と呼ぶ）に着目す

る．記述が煩雑となるのを防ぐため，機器のタイプに

関する添え字を本節に限り省略する．さらに，機器は

連続して使用されており，道路管制センターによる遠

方監視，日常的な道路巡回や高速道路利用者の通報な

どにより，機器の故障の有無は常時観測されていると

考える．機器の寿命を確率変数 ζで表し，ζは確率密度

関数 f(ζ)，分布関数 F (ζ)に従って分布すると考える．

ただし，寿命 ζ の定義域は [0,∞) であり，f(0) = 0，

F (0) = 0が必ず成立する．いま，直近の更新時点から

任意の使用期間 s ∈ [0,∞)に対して，機器が故障しない

で生存する確率（以下，生存確率と呼ぶ）F̃ (s)は，全

事象確率 1から使用期間 sの間に機器が故障する累積

故障確率 F (s)を差し引いた値

F̃ (s) = 1− F (s) (2)

となる．機器が使用時間 sにわたり生存し，かつ期間

[s, s+∆s]中にはじめて故障する確率は

λ(s)∆s =
f(s)∆s

F̃ (s)
(3)

と表せる．機器が使用期間 sにわたり生存し，かつその

瞬間に故障する確率密度 λ(s)を「劣化ハザード関数」
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と呼ぶ．式 (2)の両辺を sに関して微分することにより，

dF̃ (s)

ds
= −f(s) (4)

を得る．このとき，式 (3)は

λ(s) =
f(s)

F̃ (s)
=

d

ds

(
− log F̃ (s)

)
(5)

と変形できる．ここで，F̃ (0) = 1 − F (0) = 1を考慮

し，式 (5)を積分すれば∫ s

0

λ(u)du = − log F̃ (s) (6)

を得る．したがって，劣化ハザード関数 λ(u)を用いれ

ば，使用期間 sまで機器が生存する確率 F̃ (s)は

F̃ (s) = exp

[
−
∫ s

0

λ(u)du

]
(7)

と表される．このように，劣化ハザード関数 λ(u)の関

数形を決定すれば，機器の生存確率 F̃ (s)を導出するこ

とができる．さらに，F̃ (s) = 1−F (s)より，機器の累

積故障確率 F (s)を求めることができる．ここで，劣化

ハザード関数としてワイブル劣化ハザード関数

λ(s) = γmsm−1 (8)

を考える．ただし，γは到着密度を表すパラメータ，m

は時間を通じたハザード率の増加傾向を表す加速度パ

ラメータである．ワイブル劣化ハザード関数を用いた

場合，機器寿命の確率密度関数 f(s)，および機器の生

存確率 F̃ (s)は，それぞれ

f(s) = γmsm−1 exp(−γsm) (9a)

F̃ (s) = exp(−γsm) (9b)

と表される．

(2) 2次元混合ワイブル劣化ハザードモデル

タイプ i (i = 1, · · · , I)の機器 li (li = 1, · · · , Li)に
着目する．機器が更新されてから経過した使用時間を

sと表す．タイプ iの機器の故障事象のハザード率の時

間的変化は，機器タイプ毎に異なると考え，2次元混合

ワイブル劣化ハザード関数

λi(s) = γmεiρis
mρi−1 (10)

に従うと考える．εi はタイプ iの劣化速度の異質性を

表すパラメータ，ρi は劣化加速度の異質性を表すパラ

メータである．これらの異質性パラメータは，同一タイ

プの機器に対して共通の値をとるように設定する．こ

のとき，タイプ iの機器の寿命分布を表す確率密度関

数 fi(s)，および生存確率 F̃i(s)は，それぞれ

fi(s) = γmεiρis
mρi−1 exp (−γεismρi) (11a)

F̃i(s) = exp (−γεismρi) (11b)

と表される．

ここで，異質性パラメータ εi, ρiがそれぞれ別個のガ

ンマ分布に従うと仮定する．一般に，ガンマ分布R(α, β)

の確率密度関数 r(εi : α, β)は

r(εi : α, β) =
1

βαΓ(α)
εα−1
i exp

(
−εi
β

)
(12)

と定義できる．r(εi : α, β) は εi を変数とする関数で

あり，パラメータ α，β に応じて変化する．そのこと

を明示するために記号「:」を用いている．ガンマ分布

R(α, β)の平均は µ = αβ，分散は σ2 = αβ2 である．

また，Γ(·)はガンマ関数である．異質性パラメータの
平均値を 1に基準化するために，平均値 1，分散 1/ϕの

ガンマ分布の確率密度関数 g(εi : ϕ)

g(εi : ϕ) =
ϕϕ

Γ(ϕ)
εϕ−1
i exp(−ϕεi) (13)

に異質性パラメータ εiが従うと考える．同様に，劣化

の進行加速度に関する異質性パラメータ ρiに関しても，

ガンマ分布の確率密度関数 h(ρi : ψ)

h(ρi : ψ) =
ψψ

Γ(ψ)
ρψ−1
i exp(−ψρi) (14)

に従うと仮定する．本研究では，ガンマ分布 (13)，(14)

のパラメータ ϕ，ψも機器の点検データを用いて推計す

る．具体的には，ϕ，ψをハイパーパラメータとする階

層ベイズモデルを構築する．このことにより，異質性

パラメータの推計精度を向上させることが可能となる．

(3) 2次元異質性の相関構造

異質性パラメータ εi，ρi の同時確率分布をコピュラ

Cを用いて表す．コピュラの詳細は参考文献 13)−17)に

譲るが，読者の便宜を図るためにコピュラの概要を説

明する．周辺分布関数G，H を持つ確率変数 εi，ρiの

連続な同時分布関数を F (εi, ρi)とすると，スクラーの

定理 17) より，

F (εi, ρi) = C(G(εi),H(ρi)) (15)

を満たすコピュラ C が一意に存在する．スクラーの定

理から，コピュラ C に周辺分布G，H を適用すること

により生成されるC(G(εi),H(ρi))は，周辺分布を区間

[0, 1]とする同時分布関数である．また，

• 任意の u = G(εi) ∈ [0, 1] について C(u, 0) = 0

• 任意の u = G(εi) ∈ [0, 1] について C(u, 1) = u

• 任意の v = H(ρi) ∈ [0, 1] について C(0, v) = 0

• 任意の v = H(ρi) ∈ [0, 1] について C(1, v) = v

• u1 ≤ u2, v1 ≤ v2 を満たすすべての (u1, v1)，

(u2, v2) ∈ [0, 1]2 に対して，
2∑
i=1

2∑
j=1

(−1)i+jC(ui, vj) ≥ 0

の 3つの性質を全て満たすような関数 C がコピュラと

して定義される 14)．同時確率密度関数 f(εi, ρi)は，コ
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表–1 代表的なアルキメディアン・コピュラ

コピュラ 生成関数 ζ(x) (x = u, v) 分布関数 C(u, v) 確率密度関数 c(u, v) =
∂2C(u, v)
∂u∂v

ガンベル
(− lnx)a exp[−{

∑
x=u,v(− lnx)a}

1
a ]

exp[−{
∑
x=u,v(− ln x)a}

1
a ]

∏
x=u,v ln x−a−1

uv

a ∈ (1,∞) {
∑
x=u,v(− ln x)a}

1
a−2 [

∑
x=u,v(− ln x)a}

1
a + a − 1]

クレイトン 1
a (x

−a − 1) (
∑

x=u,v x
−a − 1)−

1
a

(1 + a)(
∏

x=u,v x
−a−1)

a ∈ (0,∞) (
∑

x=u,v x
−a − 1)−

1
a
−2

フランク ln{exp(−ax)− 1} −1
a ln

[
1 +

∏
x=u,v{exp(−ax)−1}

{exp(−a)−1}

] −a
∏
x=u,v exp(−ax)(exp(−a)−1)

{(exp(−a)−1)+
∏
x=u,v exp(−ax)−1}a ∈ (0,∞) − ln{exp(−a)− 1}

注）ただし，任意の関数 f(·)に関して，
∑

x=u,v f(x) = f(u) + f(v)，
∏

x=u,v f(x) = f(u)f(v)が成立する．

ピュラの分布関数C(G(εi),H(ρi))あるいは確率密度関

数 c(G(εi),H(ρi))を用いて，

f(εi, ρi) =
∂2C(G(εi),H(ρi))

∂G(εi)∂H(ρi)
g(εi)h(ρi)

= c(G(εi),H(ρi))g(εi)h(ρi) (16)

と表現できる．周辺確率密度関数 g(εi)，h(ρi)はそれぞ

れガンマ分布の確率密度関数 (13)，(14)で表現される．

周辺分布に関する情報を用いて同時確率分布を表現する

ために様々なコピュラが提案されている．本研究では，

乱数発生方法が知られているなど実務的にも扱いやす

い，1パラメータ・アルキメディアン・コピュラ 13)を用

いる．周辺分布関数をそれぞれ G(εi) = u，H(ρi) = v

とする 2変量間の 1パラメータ・アルキメディアン・コ

ピュラの分布関数C(u, v)は，生成関数 ζ(x) (x = u, v)

を用いて，

C(u, v) = ζ−1(ζ(u) + ζ(v)) (17)

と表現できる．本研究の実証分析においては，アルキ

メディアン・コピュラとしてガンベル・コピュラ 18)，ク

レイトン・コピュラ 19)，フランク・コピュラ 20)の 3種

類のコピュラをとりあげる．表–1にガンベル・コピュ

ラ，クレイトン・コピュラ，フランク・コピュラの生成

関数，分布関数，確率密度関数を示している．また，ガ

ンベル・コピュラのパラメータは a ∈ (1,∞)，クレイ

トン・コピュラ，フランク・コピュラのパラメータは

a ∈ (0,∞)を満たす．Romano21)は経験コピュラ 22)と

の相違が最小となるコピュラを選定する方法を提案し

ている．一方，Breymann等 23)は，パラメータ数の異

なるコピュラ間での選定を考慮し，AIC（赤池情報量

基準）24)をコピュラ選定基準としている．本研究では，

コピュラを内包したワイブル劣化ハザードモデル間で

のモデル比較を行うため，後者の AICをコピュラ選定

基準として採用する．

このように，コピュラを用いることにより，各異質

性パラメータはそれぞれのガンマ分布に従い，平均値

が 1となるというベンチマーキングモデルの特性を維

持しつつ，異質性パラメータの同時分布を表現するこ

とができる．本研究では，コピュラのパラメータ a，周

辺分布のパラメータ ϕ，ψを推計することにより，2種

類の異質性パラメータの同時分布を推計する．

4. モデルの推計手法

(1) 尤度関数の定式化

いま，タイプ iの機器 li (li = 1, · · · , Li)に対して，
それぞれの故障事象に関するデータ s̄i,li，δ̄i,li が得られ

ていると考える．s̄i,li は機器が更新されてからの使用

時間，δ̄i,li は故障の有無を表すダミー変数であり，

δ̄i,li =

{
1 故障しているとき

0 故障していないとき
(18)

と定義する．記号「¯」は観測値であることを表す．ここ

で，機器 liの劣化速度が交通量などの可観測な特性変数

に応じて変化すると考える．機器 liの z (z = 1, · · · , Z)
番目の特性変数を x̄i,li,zとする．2次元混合ワイブル劣

化ハザード関数 (10)の γ を

γi,li = exp(x̄i,liβ
′) (19)

とする．x̄i,li = (x̄i,li,1, · · · , x̄i,li,Z)は特性変数ベクトル
である．β = (β1, · · · , βZ)は未知パラメータベクトルで
ある．記号「 ′」は転置操作を表す．式 (11)に γ = γi,li
を代入して定義される機器 li の 2 次元混合ワイブル

劣化ハザード関数の確率密度関数を fi,li(s)，生存確率

を F̃i,li(s) と表す．さらに，機器 li に関する観測値を

ξ̄i,li = (s̄i,li , δ̄i,li , x̄i,li)とする．さらに，観測値データ

ベクトルを ξ̄i = (ξ̄i,1, · · · , ξ̄i,Li)と表す．また，観測値
データ全体を Ξ̄と表す．

いま，機器 liに関する観測値 ξ̄i,liを与件とする．ξ̄i,li
が生起する尤度は，劣化ハザードモデル，異質性パラ
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メータの周辺確率密度関数，コピュラを用いて，

ℓi,li(ξ̄i,li : β,m, εi, ρi, a, ϕ, ψ)

= {fi,li(s̄i,li : β,m, εi, ρi)}δ̄i,li

· {F̃i,li(s̄i,li : β,m, εi, ρi)}1−δ̄i,li

· c(G(εi),H(ρi) : a)g(εi : ϕ)h(ρi : ψ)

= {exp(x̄i,liβ
′)mεiρis̄

mρi−1
i,li

}δ̄i,li

· exp{− exp(x̄i,liβ
′)εis̄

mρi
i,li

}

· c(G(εi),H(ρi) : a)g(εi : ϕ)h(ρi : ψ) (20)

と表現できる．このとき，全ての観測値データ集合 Ξ̄

が観測される尤度 L(Ξ̄ : θ, ε,ρ)は，

L(Ξ̄ : θ, ε,ρ)

=
I∏
i=1

Li∏
li=1

ℓi,li(ξ̄i,li : β,m, εi, ρi, a, ϕ, ψ) (21)

と表現できる．ただし，θ = (β,m, a, ϕ, ψ)はパラメー

タベクトルを表し，ε = (ε1, · · · , εI)，ρ = (ρ1, · · · , ρI)
は異質性パラメータベクトルである．

(2) 事前確率密度関数の設定

一般的なベイズ推計手法では，パラメータの事前分

布と，観測情報に基づいて定義される尤度関数を用い

て，パラメータの事後分布を推計する．いま，尤度関数

を L(Ξ̄ : θ, ε,ρ)と表す．ここで，パラメータベクトル

θが確率変数で，同時事前確率密度関数 χ(θ)に従うと

仮定する．目視点検データ Ξ̄と異質性パラメータ ε,ρ

が与件であるときに，未知パラメータベクトル θの同

時事後確率密度関数Π(θ|Ξ̄, ε,ρ)はベイズの定理より，

Π(θ|Ξ̄, ε,ρ) ∝ L(Ξ̄ : θ, ε,ρ)χ(θ) (22)

と表される．未知パラメータベクトル θ =

(β,m, a, ϕ, ψ) の各要素は独立であると考え，同

時事前確率密度関数 χ(θ)を，

χ(θ) = χβ(β)χm(m)χϕ(ϕ)χψ(ψ)χa(a) (23)

と展開する．異質性パラメータは潜在変数として取り扱

うため同時事前確率密度関数χ(θ)に異質性パラメータ

ベクトル ε = (ε1, · · · , εI)，ρ = (ρ1, · · · , ρI)は含まれ
ない．式 (23)のように，2次元混合ワイブル劣化ハザー

ドモデルの事前確率密度関数は，ワイブル劣化ハザード

モデルのパラメータ βの事前確率密度関数 χβ(β)，異

質性パラメータの分散を規定するパラメータ ϕ，ψ の

事前確率密度関数χϕ(ϕ)，χψ(ψ)，コピュラの未知パラ

メータ aの事前確率密度関数 χa(a)で構成される．

事前確率密度関数 χβ(β)として多次元正規分布 β ∼
NZ(µ,Σ)を用いる．ただし，NZ(µ,Σ)は期待値ベク

トルを µ，分散共分散行列をΣとした Z次元正規分布

である．また，加速度パラメータm，分散パラメータ

ϕ，ψ，コピュラのパラメータ aの事前確率密度関数と

して，ガンマ分布を m ∼ G(p0m, q0m)，ϕ ∼ G(p0ϕ, q0ϕ)，
ψ ∼ G(p0ψ, q0ψ)，a ∼ G(p0a, q0a)と設定する．ここに，p0m，
p0ϕ，p

0
ψ，p

0
a はガンマ分布の形状パラメータ，q

0
m，q

0
ϕ，

q0ψ，q
0
a は尺度パラメータである．ただし，a ∈ (1,∞)

の制約があるガンベル・コピュラに関しては u = a− 1

と変数変換し，u ∼ G(p0a, q0a)とする．事前確率密度関
数が推計結果に与える影響は，点検データの増加に伴

い薄れていく．階層ベイズモデルに対しては代表的な

MCMC 法であるギブスサンプリング法やメトロポリ

ス・ヘイスティング法（以下，MH法）を組み合わせて

事後分布を算出する階層ベイズ推計が提案されている．

(3) 同時事後確率密度関数の定式化

尤度関数（21）と事前確率密度関数（23）を用い

て，ベイズの定理（22）より，同時事後確率密度関数

Π(θ|Ξ̄, ε,ρ)を定式化することができる．本研究で提案
する 2次元混合ワイブル劣化ハザードモデルの同時事

後確率密度関数Π(θ|Ξ̄, ε,ρ)は具体的に以下のように
表すことができる．

Π(θ|Ξ̄, ε,ρ)

∝
I∏
i=1

Li∏
li=1

[
{exp(x̄i,liβ

′)mεiρis̄
mρi−1
i,li

}δ̄i,li

· exp{− exp(x̄i,liβ
′)εis̄

mρi
i,li

}

· ϕϕ

Γ(ϕ)
εϕ−1
i exp(−ϕεi)

ψψ

Γ(ψ)
ρψ−1
i exp(−ψρi)

· c(G(εi),H(ρi) : a)
]

· exp
{
−1

2
(β − µ)Σ−1(β − µ)′

}
· 1

(q0m)p
0
mΓ(p0m)

mp0m−1 exp

(
− m

q0m

)
· 1

(q0ϕ)
p0ϕΓ(p0ϕ)

ϕp
0
ϕ−1 exp

(
− ϕ

q0ϕ

)

· 1

(q0ψ)
p0ψΓ(p0ψ)

ψp
0
ψ−1 exp

(
− ψ

q0ψ

)

· 1

(q0a)
p0aΓ(p0a)

ãp
0
a−1 exp

(
− ã

q0a

)
(24)

である．ただし，

G(εi) =
γ̃(ϕ, ϕεi)

Γ(ϕ)
(25a)

H(ρi) =
γ̃(ψ,ψρi)

Γ(ψ)
(25b)

土木学会論文集F4（建設マネジメント）, Vol. 72, No. 2, 47-62, 2016.

53



c(G(εi),H(ρi) : a)

=



exp[−{(− lnG(εi))
a + (− lnH(ρi))

a} 1
a ]

·{(lnG(εi))(lnH(ρi))}a−1/{G(εi)H(ρi)}
·{(− lnG(εi))

a + (− lnH(ρi))
a} 1

a−2

·{(− lnG(εi))
a + (− lnH(ρi))

a} 1
a+a−1

　ガンベル・コピュラ

(1 + a){(G(εi)H(ρi))
−a−1}

·(G(εi)−a−1 +H(ρi)
−a−1 − 1)−1/a−2

クレイトン・コピュラ

−a exp(−aG(εi)) exp(−aH(ρi))

·{exp(−a)}/[{exp(−a)}
+{exp(−aG(εi))− 1}{exp(−aH(ρi))− 1}]2

　フランク・コピュラ

(25c)

が成り立つ．なお，γ̃(·, ·)は不完全ガンマ関数である．
また，ガンベル・コピュラのとき ã = a− 1，クレイト

ン・コピュラとフランク・コピュラのとき ã = aであ

る．なお，G(εi : ϕ)，H(ρi : ψ)は，異質性パラメータ

の周辺分布関数であり，G(εi)，H(ρi)と簡略化して表

記している．

(4) 同時事後確率密度関数の推計

2次元混合ワイブル劣化ハザードモデルを推計するた

めには，複数の未知パラメータと異質性パラメータを推

計する必要がある．本研究では，これら全てのパラメー

タをギブスサンプリングにより同時推計する．各パラ

メータの条件付き事後確率密度関数を定義する．いま，

未知パラメータベクトル βの要素 βe1 (e1 = 1, · · · , Z)
を除く部分ベクトルを β−e1 と表す．このとき，同時事

後確率密度関数Π(θ|Ξ̄, ε,ρ)を用いて，β−e1，m，ϕ，

ψ，a，ε，ρ，Ξ̄を既知としたときの βe1 の条件付き事

後確率密度関数Π(βe1 |β−e1 ,m, ϕ, ψ, a, ε,ρ, Ξ̄)は，

Π(βe1 |β−e1 ,m, ϕ, ψ, a, ε,ρ, Ξ̄)

∝ exp
[ I∑
i=1

Li∑
li=1

{
δ̄i,li x̄i,li,e1βe1 − exp(x̄i,liβ

′)εis̄
mρi
i,li

}
−1

2
(β − µ)Σ−1(β − µ)′

]
(26)

と 表 現 で き る ．β，ϕ，ψ，a，ε，ρ，Ξ̄ を 既 知

としたときの m の条件付き事後確率密度関数

Π(m|β, ϕ, ψ, a, ε,ρ, Ξ̄)は，

Π(m|β, ϕ, ψ, a, ε,ρ, Ξ̄)

∝
I∏
i=1

Li∏
li=1

[
(ms̄mρi−1

i,li
)δ̄i,li exp

{
− exp(x̄i,liβ

′)εis̄
mρi
i,li

}]
· mp0m−1 exp

(
− m

q0m

)
(27)

と表現できる．β，m，ψ，a，ε，ρ，Ξ̄ を既知

としたときの ϕ の条件付き事後確率密度関数

Π(ϕ|β,m, ψ, a, ε,ρ, Ξ̄)は，

Π(ϕ|β,m, ψ, a, ε,ρ, Ξ̄)

∝
I∏
i=1

{
ϕϕ

Γ(ϕ)
εϕ−1
i exp(−ϕεi)c(G(εi),H(ρi) : a)Li

}

· ϕp
0
ϕ−1 exp

(
− ϕ

q0ϕ

)
(28)

と 表 現 で き る ．β，m，ϕ，a，ε，ρ，Ξ̄ を 既 知

としたときの ψ の条件付き事後確率密度関数

Π(ψ|β,m, ϕ, a, ε,ρ, Ξ̄)は，

Π(ψ|β,m, ϕ, a, ε,ρ, Ξ̄)

∝
I∏
i=1

{
ψψ

Γ(ψ)
ρψ−1
i exp(−ψρi)c(G(εi),H(ρi) : a)Li

}

· ψp
0
ψ−1 exp

(
− ψ

q0ψ

)
(29)

と表現できる．β，m，ϕ，ψ，ε，ρ，Ξ̄ を既知

としたときの a の条件付き事後確率密度関数

Π(a|β,m, ϕ, ψ, ε,ρ, Ξ̄)は，

Π(a|β,m, ϕ, ψ, ε,ρ, Ξ̄)

∝
I∏
i=1

{c(G(εi),H(ρi) : a)Li} ãp
0
a−1 exp

(
− ã

q0a

)
(30)

と表現できる．さらに，異質性パラメータベクトル ε

の要素 εe2 (e2 = 1, · · · , I)を除く部分ベクトルを ε−e2，

異質性パラメータベクトル ρの要素 ρe3 (e3 = 1, · · · , I)
を除く部分ベクトルを ρ−e3 と表す．このとき，β，m，

ϕ，ψ，a，ε−e2，ρ，Ξ̄を既知としたときの εe2の条件付

き確率密度関数 Π(εe2 |β,m, ϕ, ψ, a, ε−e2 ,ρ, Ξ̄)は，尤

度関数 L(Ξ̄ : θ, ε,ρ)を用いて，

Π(εe2 |β,m, ϕ, ψ, a, ε−e2 ,ρ, Ξ̄)

∝
Le2∏
le2=1

[
ε
δ̄e2,le2
e2 exp

{
− exp(x̄e2,le2β

′)εe2 s̄
mρe2
e2,le2

}]
· Le2c(G(εe2),H(ρe2) : a) (31)

と表現できる．β，m，ϕ，ψ，a，ε，ρ−e3，Ξ̄ を

既知としたときの ρe3 の条件付き確率密度関数

Π(ρe3 |β,m, ϕ, ψ, a, ε,ρ−e3 , Ξ̄)は，

Π(ρe3 |β,m, ϕ, ψ, a, ε,ρ−e3 , Ξ̄)

∝
Le3∏
le3=1

[{
ρe3 s̄

mρe3−1

e3,le3

}δ̄e3,le3
· exp

{
− exp(x̄e3,le3β

′)εe3 s̄
mρe3
e3,le3

}]
· Le3c(G(εe3),H(ρe3) : a) (32)
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表–2 データ概要

機器システム 本線照明 TN照明 TN坑外照明

サンプル数 36,024 70,633 7,813

供用開始年 1967～2000年 1993～2011年 1968～2000年
平均点検間隔 19.87 9.64 14.46

システムグループ数 15 14 9

と表現できる．これらの条件付き確率密度関数から未

知パラメータおよび異質性パラメータのサンプリング

を行う．ただし，これらの条件付き確率密度関数から

は直接的にランダムサンプリングすることができない

ために，MH法を用いて条件付き事後確率密度関数か

らのサンプリングを行う．なお，具体的なモデル推計

手順は付録を参照されたい．

5. 実証分析

(1) 適用データの概要

本研究で提案した方法論の有効性を検討するために，

中日本高速道路株式会社管轄の 3種類の機器システム

の点検データを用いて，2次元混合ワイブル劣化ハザー

ドモデルによる分析を行う．本研究では，1）本線照明，

2）トンネル照明（以下，TN照明），3）トンネル坑外

照明（以下，TN坑外照明）の，3種類の機器システム

に関する点検データを獲得している．それぞれの機器

システムのデータ概要を表–2に示す．また，これらの

点検データは，当該機器システムの状態が，故障の有無

の 2値状態で表現されているが，照明施設に関しては，

ランプの不点の有無ではなく，灯具本体の故障の有無

に関するデータが獲得されている．本研究では，2004

年から 2014年にかけて実施された点検データの結果に

基づいてサンプルを作成し，2次元混合ワイブル劣化ハ

ザードモデルのパラメータを推計している．2.(3)で詳

述したように，機器システムの更新施策は，一括更新

あるいは逐次更新に大別される．今後，本研究の方法

論で評価可能となる 2次元異質性によって，機器シス

テム全体の保全計画立案を行うことも可能となる．そ

こで，異質性パラメータを設定するためのグルーピン

グに関しても，実務上一括更新が可能なグループを形

成する必要がある．本研究においては，1）道路付帯シ

ステムを施設の種類でグルーピングし，2）それぞれの

システムグループを路線 Aから路線 Sまでの 19路線

ごとにグルーピングすることにより，システムグルー

プを形成した．このようなグルーピングの方法によっ

て，本研究では 38グループを形成することができた．

表–3には，それぞれのシステムグループの機器システ

ム，路線，サンプル数を示す．

表–3 システムグループの詳細

システム
機器システム 路線 サンプル数

グループ

1 本線照明 A 813

2 本線照明 B 1,630

3 本線照明 C 260

4 本線照明 D 487

5 本線照明 E 177

6 本線照明 F 134

7 本線照明 G 7,385

8 本線照明 H 228

9 本線照明 I 1,428

10 本線照明 J 118

11 本線照明 K 15,444

12 本線照明 L 2,006

13 本線照明 M 453

14 本線照明 N 2,928

15 本線照明 O 2,533

16 TN照明 A 112

17 TN照明 C 506

18 TN照明 F 131

19 TN照明 G 14,713

20 TN照明 H 2,608

21 TN照明 I 13,735

22 TN照明 J 597

23 TN照明 K 18,709

24 TN照明 L 363

25 TN照明 N 9,250

26 TN照明 O 777

27 TN照明 P 2,647

28 TN照明 Q 2,900

29 TN照明 R 3,585

30 TN坑外照明 A 16

31 TN坑外照明 G 2,607

32 TN坑外照明 H 6

33 TN坑外照明 I 1,107

34 TN坑外照明 J 154

35 TN坑外照明 K 836

36 TN坑外照明 N 1,977

37 TN坑外照明 O 463

38 TN坑外照明 S 647

(2) パラメータ推計結果

中日本高速道路株式会社が保有する機器システムに

関する点検データを用いて，コピュラを導入した 2次

元混合ワイブル劣化ハザードモデルのパラメータを推

計した．本研究では，機器システムの劣化過程のモデ

ル化を対象としており，それぞれの機器システムの異

質性は離散的なタイプ分類で表現できる．2次元混合ワ

イブル劣化ハザードモデルでは，特性変数ベクトル xli
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表–4 パラメータの推計結果

定数項 加速度パラメータ εi の分散パラメータ ρi の分散パラメータ コピュラパラメータ
β m ϕ ψ a

−13.5 4.00 1.50 6.20 3.73
(−13.6,−13.2) (3.92,4.06) (1.47,1.52) (6.15,6.25) (3.42,4.08)

0.80 −0.88 −0.042 0.069 0.028

注）第 1行はパラメータサンプルの期待値，第 2行はパラメータ推計値の 90%信用域の下限値と上限
値，第 3行は Geweke検定統計量を表している．

図–3 劣化加速度の異質性パラメータ分布

を考慮することによっても，機器間の劣化過程の差異

を表現できる．本実証分析では，複数種類の機器シス

テムを対象としているが，それら全てで共通して観測

される特性変数が獲得不可能であったため，以下では，

異質性パラメータのみを用いて機器システム間の劣化

過程の差異を表現することとする．したがって，本研

究において推計したパラメータは，ハザード率の定数

項パラメータ β，加速度パラメータ α，38個のシステ

ムグループそれぞれの劣化速度の異質性パラメータ εi，

劣化加速度の異質性パラメータ ρi，劣化速度の異質性

パラメータが従うガンマ分布の分散パラメータ ϕ，劣化

加速度の異質性パラメータが従うガンマ分布の分散パ

ラメータ ψ，コピュラパラメータ aとなる． ベイズ推

計によって得られたパラメータの推計値，ベイズ推計

の 90%信用域，Geweke検定統計量を表–4に示す．さ

らに，表–4の未知パラメータに加え，2次元異質性の

パラメータに関しても，同時推計している．同時推計さ

れた異質性パラメータの分布を図–3，図–4に示す．劣

化加速度の異質性パラメータは平均 1，分散 1/ϕのガ

ンマ分布に，劣化速度の異質性パラメータは平均 1，分

散 1/ψのガンマ分布に従うと仮定している．劣化加速

度の異質性パラメータの期待値は 1.079，劣化速度の異

質性パラメータの期待値は 1.111となっている．また，

本研究では，表–1に示した 3種類のコピュラを用いて，

2次元混合ワイブル劣化ハザードモデルの未知パラメー

図–4 劣化速度の異質性パラメータ分布

タの推計を行っている．各コピュラを含むモデル全体の

AICは，ガンベル・コピュラのとき 278,400，クレイト

ン・コピュラのとき 278,130，フランク・コピュラのと

き 276,440となり，AICがもっとも小さいフランク・コ

ピュラを採択した．なお，MCMC法におけるサンプリ

ング回数を n = 15, 000，バーンイン回数を n = 5, 000

とした．

以上の推計されたパラメータを用いて全 38グループ

の生存関数を求めた．これらの生存関数を一括して図–5

に示す．2次元混合ワイブル劣化ハザードモデルを用い

ることにより，38グループそれぞれの機器システムの

劣化過程を表現することができる．同図では，本線照

明の生存関数を茶色，TN照明の生存関数を赤色，TN

坑外照明の生存関数を青色で示している．また，同図の

黒色破線は，機器システム全体の平均的な劣化過程を

表すベンチマーキングケースとなっている．生存確率

が 50%に達するまでに要する経過年数は，最も短いグ

ループ（システムグループ 22，図中赤色一点鎖線）で

4.56年であった．また，生存確率が 50%に到達するま

でに 50年以上かかるグループは，TN照明や TN坑外

照明などの 5グループ（図中二点鎖線）であった．これ

らのシステムグループに関しては，新設から 5年程度

しか経過していない路線の機器システムであり，故障

データの蓄積が十分にできていないものであった．今

後，十分にデータを蓄積していくことによって，より
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図–5 各機器システムグループの劣化過程

図–6 比例的でない劣化過程の例

精緻な分析を行うことができると考えられる．このよ

うに，機器システムに関しては，施設種別や施設の置

かれている環境条件により，その劣化過程は多様化し，

グループ間に大きな差異が存在することがわかる．

ワイブル劣化ハザードモデルの劣化過程の異質性を

考慮可能としたランダム比例ワイブル劣化ハザードモ

デルでは，システムグループ間の劣化過程の差異を比

例的にしか表現できなかったため，生存関数が交錯する

ような劣化過程を表現することは不可能であった．一

方，図–6には，図–5に示した生存関数のうち，システ

ムグループ 19とシステムグループ 25のみを示してい

る．供用開始から約 15年間はシステムグループ 25の

機器システムの生存確率の方が高い値をとるが，約 15

年を境に生存関数が交錯し，その後の両システムの生

存確率が逆転している．このように，2次元混合ワイブ

ル劣化ハザードモデルを用いることにより，比例的で

はない，より複雑な劣化過程の差異を表現することが

可能となっていることが確認できる．

図–7 2次元異質性パラメータ

(3) コピュラと 2次元異質性の同時分布

本研究では，2次元異質性パラメータの推計のために，

コピュラを導入することにより，2次元異質性パラメー

タの同時分布をコピュラと 2次元異質性パラメータの周

辺分布によって表現することができる．まず，図–7に

は，2次元異質性パラメータの散布図を示している．横

軸を劣化加速度の異質性パラメータ ρ，縦軸を劣化速度

の異質性パラメータ εとしている．第 1象限（ρi ≥ 1，

εi ≥ 1）に位置するシステムグループの中では，TN照

明のシステムグループが劣化速度，劣化加速度の異質

性パラメータの双方が特に大きい値を示す傾向にある．

これらのシステムグループに関しては，短い間隔で点

検を行い，故障の発生が発見され次第，一括更新を実

施するといった重点的な管理体制を敷く必要があると
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図–8 システムグループごとの劣化加速度の異質性分布

考えられる．一方，第 3象限（ρi < 1，εi < 1）には，

TN坑外照明のシステムグループが多い．このシステム

グループ群に関しては，定期点検などの際に故障が確

認された施設に対して，逐次更新を行っていく必要が

あると考えられる．なお，各象限に位置するシステム

グループの劣化特性とそれに対する維持管理施策に関

しては，5.(4)で詳述するので併せて参照されたい．ま

た，これらの結果に対して劣化加速度の異質性に着目

して，システムグループの故障が偶発的故障か消耗系

故障であるかを論ずることができる．すなわち，劣化

加速度の異質性パラメータが 1.0周辺で分布している

場合には偶発的故障，それ以外の場合には消耗系故障

として考えることが可能である（仮説検定を実施する

ことにより統計的に厳密な議論が可能である）．図–8

には，個々のシステムグループの劣化加速度の異質性

パラメータに関して，3種類のシステムごとにその分布

を示した．なお，縦軸の割合は，3種類のシステム個々

のシステムグループ数で規格化した値である．同図に

おいて，TN照明では，劣化加速度の大きいグループか

ら小さいグループまで幅広く分布している．偶発的故

障か，消耗系故障かを実務的に検討する場合には，特

に異質性パラメータの大きいシステムグループに留意

が必要である．このことに関して，同図中で異質性パ

ラメータの大きいトンネルの一部では，トンネル内と

いう閉鎖的な空間において，重交通による煤煙や凍結

防止剤の飛散が日々一定量蓄積されることにより，劣

化が加速されるために消耗系故障と位置づけられるも

のと考えられる．一方で，これらの影響が少ないトン

ネルでは，初期不良や個々の機器そのものの寿命など

複数種類の要因による偶発的故障が発生する．本線照

明や TN坑外照明においても同様の考え方により偶発

的故障が顕著となっている．

さらに，以下では 2種類の異質性パラメータ間の相

関構造とその同時分布に着目する．コピュラパラメータ

aは a = 3.73と正の値をとっている．すなわち，2次元

図–9 2次元異質性パラメータの同時確率密度関数

異質性パラメータは正の相関構造を有していることが

わかる．劣化加速度の異質性パラメータの最大値 1.86

をとるシステムグループ 22は，劣化速度の異質性パラ

メータに関しても 2番目に大きい ε22 = 5.92をとって

いる．すなわち，このシステムグループ 22の劣化過程

は，機器システム全体の平均的な劣化過程よりも，劣

化加速度と劣化速度の両面から，相対的に速くなる傾

向にあることがわかる．実際に，図–5においても，シ

ステムグループ 22に該当する生存関数は，最も劣化の

進展が速い一点鎖線で示した劣化過程となっている．

5.(2)で示したように，コピュラの推計パラメータと

2次元異質性の周辺分布を用いて 2次元異質性パラメー

タの同時分布を導出する．先述したように，本適用事例

では，フランク・コピュラが選定されている．したがっ

て，以下では，フランク・コピュラの確率密度関数と 2

次元異質性の周辺分布関数を用いて，2次元異質性の同

時確率密度関数を表現することとする．図–9に 2次元

異質性パラメータの同時確率密度関数を示す．同図か

ら，劣化加速度の異質性パラメータ ρが ρ = 0.5程度

の小さい値となる場合，劣化速度の異質性パラメータ

εは限りなく小さい値となる傾向にあることがわかる．

一方，劣化加速度の異質性パラメータ ρが大きくなる

に従い，劣化速度の異質性パラメータ εに関しても大

きい値をとる確率が高くなることが見て取れる．シス

テムグループが第 1象限に生起する同時確率は 0.267，

第 2象限は 0.151，第 3象限は 0.443，第 4象限は 0.139

であり，第 1象限と第 3象限の同時生起確率が大きい

ことからも，正の相関が顕著に表れていることがわか

る．図–9で示された同時分布の形状から，劣化加速度

の異質性パラメータ ρの小さな変動に対しても，劣化

速度の異質性パラメータ εの変動が大きくなることが

確認できる．これは，本適用対象となる機器システム

の保全計画を立案していく際には，システムグループ
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図–10 2次元異質性パラメータの選択問題

ごとの劣化加速度の異質性を考慮しなければならない

ことを示唆している．

また，コピュラを用いることにより，2.(4) で述べ

たようなパラメータの推計値ペアの選択問題を解消し

ている．例えば，2 次元異質性パラメータの推計値が

(ρ, ε) = (0.91, 0.68)となったシステムグループ ιに着

目する．図–10には，システムグループ ιの生存関数

と，2 次元異質性パラメータの組み合わせが (ρ, ε) =

(0.82, 2.55)のときの生存関数を示している．図–10に

示すように，これらのパラメータの組み合わせから算

出される生存関数は互いに極めて類似している．しか

し，コピュラと 2次元異質性の周辺分布から導出され

る同時確率は，(ρ, ε) = (0.91, 0.68)のとき 7.11×10−3，

(ρ, ε) = (0.82, 2.55)のとき 2.75 × 10−4 である．すな

わち，2次元混合ワイブル劣化ハザードモデルの尤度関

数にコピュラが含まれることにより，図–10のような 2

次元異質性パラメータの組み合わせに対しても，適切

に選択することが可能となる．

(4) 実務的示唆

2 次元混合ワイブル劣化ハザードモデルの開発によ

り，劣化過程の差異を構成する劣化加速度の異質性と

劣化速度の異質性という 2種類の異質性を考慮した劣

化モデルの推計が可能となる．さらに，コピュラを用

いて 2次元異質性の相関構造を明らかにすることによ

り，以下に示すような実務的示唆を得ることができる．

すでに述べたように，機器システムの保守を実行す

るためには，機器システムの劣化を予測することによ

り，部品の調達や保守を実施する技術者等を維持しな

ければならない．特に，機器システムに関しては，運

用期間中にもかかわらず，同種の機器が製造中止とな

り，入手が困難になることも少なくないため，交換機

器を備蓄することが必要である．あるいは，機器シス

テムの予防保全を実施するために，機器の更新間隔を

合理的に決定することが必要となる．本研究で提案し

た方法論を用いて，2次元異質性を定量化したことによ

り，図–7に示すように異質性パラメータの散布図を作

成することができる．同図より，機器システム全体の

平均的な劣化過程をベンチマーキングケースとして，3

つのシステムグループ群に大別できることが理解でき

る．すなわち，1）第 1象限に属するシステムグループ

は，相対的に劣化加速度も劣化速度も速く，長寿命化を

重点的に検討することが必要である．2）第 4象限に属

するシステムグループは，劣化加速度が相対的に大き

く，劣化の発生時期に応じて一括更新を行う施策を検

討する必要がある．3）第 2象限や第 3象限に位置する

システムグループに関しては，劣化加速度は相対的に

小さくなるため，定期的に点検を行い，故障機器に関

して逐次更新していくことが重要であると考えられる．

なお，具体的に一括更新，逐次更新が望ましいかを検

討するためには，システムを構成する機器の調達費用

だけでなく，取り替え工事を実施するための固定費用

や交通規制により発生する社会的費用を考慮すること

が必要である．これらの固定費用や社会的費用は管理

対象となる道路区間によって多様に異なるため，路線

ごとに最適な取り替え戦略を分析することが必要とな

る．本研究で推計した 2次元混合ワイブル劣化ハザー

ドモデルを用いることにより，最適取り替え戦略を具

体的に求めるための方法論を提案することができるが，

本研究の域を超えており今後の課題としたい．

さらに，コピュラを用いることにより，図–9に示す

ように，2 次元異質性パラメータの同時分布と各機器

システムグループとの対応関係を分析することができ

る．各システムグループ群に属する機器システムの割

合を把握することにより，交換機器の備蓄を適切に行

う管理体制を構築するための有益な知見を獲得するこ

とができる．たとえば，ある路線に対して新たな機器

システムの導入を検討する際，当該路線周辺の路線に

設置されている同種のシステムの 2次元異質性と，そ

の相関構造から読み取れる劣化傾向を予測することに

より，保全計画の立案をあらかじめ行うことも可能で

ある．また，図–7において劣化速度の異質性パラメー

タが 7.13，5.91と推計された 2路線の機器システムは，

同種のシステムグループ（TN照明）に属する他の機器

システムと比較して，明らかに照明ランプの劣化速度

が大きい結果になっている．本システムの劣化速度の

異質性に関する個別検討の結果，その原因は当該トン

ネル固有の環境要因に起因することが判明した．この

事例でもわかるように，異質性パラメータを用いた相

対評価により，個別に重点的に検討すべき対象システ

ム群を選別することも可能である．
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6. おわりに

本研究では，機器システム間の劣化過程の差異を，2

種類の異質性パラメータを用いて表現し，劣化予測を

行う方法論を構築した．具体的には，個々の機器システ

ムグループが有する劣化過程の差異を，劣化加速度の

異質性および劣化速度の異質性という 2次元異質性を

導入したような 2次元混合ワイブル劣化ハザードモデ

ルを提案した．また，2次元異質性の相関構造を明らか

にするために，コピュラを用いた推計方法を提案して

いる．2次元異質性の周辺分布とコピュラを用いた同時

分布を表現することにより，個々の機器システムグルー

プの劣化特性の差異を 2次元空間上で相対評価するこ

とが可能になった．また，2.(4)に詳述したように，2

次元混合ワイブル劣化ハザードモデルのパラメータ推

計において発生するパラメータの推計値ペア選択にお

ける任意性を克服することが可能となる．

今後，検討する必要があるいくつかの課題について

以下に述べる．第 1に，本研究の適用対象としては，高

速道路上の機器システム以外にも多様な社会基盤施設

が考えられる．これらの適用事例を通じて，2次元異質

性の相関関係に関する知見を蓄積し，方法論の改善を

図ることが重要である．第 2に，2次元混合ワイブル劣

化ハザードモデルと異質性パラメータの推計結果を用

いて，機器システムの取り替え・更新戦略を分析するた

めの方法論を開発することが必要となる．実際の機器

システムのアセットマネジメントを実施するためには，

ライフサイクル費用やリスク管理水準を勘案した総合

的な評価によって取り替え・更新施策を決定する必要

がある．第 3に，社会基盤施設の劣化状態は本研究で

とりあげたような 2値変数でなく，複数のレーティン

グ（もしくは，健全度）で記述される場合が少なくな

い．このような場合に対応した時間依存型劣化予測モ

デルとして，多段階ワイブル劣化ハザードモデル 8)が

すでに提案されている．よって，多段階ワイブル劣化ハ

ザードモデルを，本研究で提案した 2次元異質性を考

慮できるモデルへと発展させていくことが必要である．

謝辞：本研究の一部は，日本学術振興会科学研究費助

成事業「特別研究員奨励費」により実施された．ここ

に記して感謝の意を表する．

付録　モデル推計手順

2次元混合ワイブル劣化ハザードモデルの推計手順を

以下と付図–1で説明する．

ステップ 1 　事前分布のパラメータ値 µ，Σ，

p0m，q
0
m，p

0
ϕ，q

0
ϕ，p

0
ψ，q

0
ψ，p

0
a，q

0
a を設定する．

付図–1 推計フロー

また，未知パラメータ θ の初期値 θ(0) =

(β(0),m(0), ϕ(0), ψ(0), a(0))，異質性パラメータの初

期値 ε(0)，ρ(0) を設定する．初期値の影響はサン

プリング数の増加とともに薄れていく．サンプリ
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ング回数を n = 1に設定する．バーンイン回数 n，

アルゴリズムの終了回数 n を設定する．e1 = 1，

e2 = 1，e3 = 1と設定する．

ステップ 2　未知パラメータ値 θ(n) (n = 1, · · · , n)，
異質性パラメータ値 ρ(n)，ε(n) を以下の手順でサ

ンプリングする．

ステップ 2-1 　未知パラメータベクトル

β(n) の各要素 β
(n)
e1 (e1 = 1, · · · , Z) を

式 (26) の条件付き事後確率密度関数

Π(β
(n)
e1 |β(n−1)

−e1 ,m(n−1), ϕ(n−1), ψ(n−1), a(n−1),

ε(n−1),ρ(n−1), Ξ̄) からランダムサンプリン

グする．

ステップ 2-2 　未知パラメータ m(n) を

式 (27) の条件付き事後確率密度関数

Π(m(n)|β(n), ϕ(n−1), ψ(n−1), a(n−1), ε(n−1),

ρ(n−1), Ξ̄)からランダムサンプリングする．

ステップ 2-3　未知パラメータ ϕ(n)を式 (28)の

条件付き事後確率密度関数Π(ϕ(n)|β(n),m(n),

ψ(n−1), a(n−1), ε(n−1),ρ(n−1), Ξ̄)からランダ

ムサンプリングする．

ステップ2-4　未知パラメータψ(n)を式 (29)の条

件付き事後確率密度関数 Π(ψ(n)|β(n),m(n),

ϕ(n), a(n−1), ε(n−1),ρ(n−1), Ξ̄) からランダム

サンプリングする．

ステップ 2-5　未知パラメータ a(n)を式 (30)の

条件付き事後確率密度関数Π(a(n)|β(n),m(n),

ϕ(n), ψ(n), ε(n−1),ρ(n−1), Ξ̄)からランダムサ

ンプリングする．

ステップ 2-6 　異質性パラメータ ε
(n)
e2 (e2

= 1, · · · , I) を式 (31) の条件付き確率

密 度 関 数 Π(ε
(n)
e2 |β(n),m(n), ϕ(n), ψ(n),

a(n), ε
(n−1)
−e2 ,ρ(n−1), Ξ̄) からランダムサンプ

リングする．

ステップ 2-7 　異質性パラメータ ρ
(n)
e3 (e3

= 1, · · · , I) を式 (32) の条件付き確率

密 度 関 数 Π(ρ
(n)
e3 |β(n),m(n), ϕ(n), ψ(n),

a(n), ε(n),ρ
(n−1)
−e3 , Ξ̄) からランダムサンプリ

ングする．

ステップ 3 　十分大きな n に対して n > n ならば

(θ(n), ε(n),ρ(n))を記録する．

ステップ 4　 n = nならば計算を終了する．n < nな

らば n = n+ 1としステップ 2-1へ戻る．

十分大きな n に対して，このようなマルコフ連鎖

が定常状態に達していると考えれば，ギブスサンプ

リングによる (θ(n), ε(n),ρ(n)) (n = n + 1, n +

2, · · · , n) のサンプリングは，同時事後確率密度関数
Π(θ|Ξ̄, ε,ρ) からのサンプリングと等しくなる．した
がって，ギブスサンプリングによって得られるこれら

の標本 θ(n) を用いて，パラメータベクトル θ の同時

事後確率密度関数に関する統計量を計算することも

可能となる．さらに，異質性パラメータに関しても，

条件付き確率密度関数Π(εe2 |β,m, ϕ, ψ, a, ε−e2 ,ρ, Ξ̄)，

Π(ρe3 |β,m, ϕ, ψ, a, ε,ρ−e3 , Ξ̄) からサンプリングした

標本を用いて，異質性パラメータに関する統計量を算

出することができる．
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Kiyoyuki KAITO and So SAKAGUCHI

Deterioration rates and accelerations of an expressway equipment system vary dependent on its type and
installation location. Moreover, in the asset management of the equipment system, it is necessary to
quantify the failure process at arbitrary assessment units and decide the optimal management policy.
This paper proposes a two dimensional Weibull mixture hazard model in order to estimate heterogeneities
among deterioration rates and accelerations of each equipment. And furthermore, the authors develop a
Bayesian estimation method of the two dimensional Weibull mixture hazard model. At that time, two kinds
of heterogeneities are expressed as Gamma distributions and their correlation can be described using an
Archimedean copula. Lastly, the proposed model is applied to the actual inspection data of an expressway
equipment system and the usefulness of the model can be discussed as a case study.
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