
APPROACHES AND PERSPECTIVES ON DATA CHALLENGE (OCTOBER 29, 2020)



Presentation Outline（プレゼンテーションの概要）

• A Machine Learning Regression and Similarity-Based Prediction Approach（機械学習によ
る回帰と類似ベースの予測アプローチ）

◦ Analysis Approach（分析手順）

◦ Feature Extraction and Feature Selection（特徴量の抽出と選定）

◦ Machine Learning Tool Wear Estimation / Regression Model（機械学習による摩耗予測/回
帰モデル）

◦ Similarity Prediction Method（類似ベースの予測手法）

• Review of Top Winner Methods（入賞者の手法レビュー）

• Perspectives on the Data Challenge（データチャレンジに関する見解）

2



Objective: Estimating and Predicting the Cutting Tool Wear for a CNC Machine Tool
（目的：CNC工作機械の刃具の摩耗予測）
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Analysis Flow Chart（分析手順の概略）
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Feature Extraction
（特徴量抽出）

Signal Processing
（信号処理）

CNC Machine Tool
（CNC工作機械）

Life Prediction
（寿命予測：201-315サイクル）

Regression Models
（回帰モデル：1-200サイクル）

Feature Selection
（特徴量の選択）



• For this high frequency type of data, our signal processing methods focused on frequency domain analysis, 
and envelope analysis (band-pass filter and demodulation).（今回の高周波数データに対しては、周波数の信号処理や包
絡線解析（バンドパスフィルターや復調）に注力した。）

• The spectrum had several clear peaks, and the magnitude of these peaks were quite different when 
comparing the data at cut 1 to cut 300.（スペクトルを見ると、明らかなピークがいくつか見られ、こうしたピークは加工1番目と300
番目とでは全く異なっている。） 4

Signal Processing (Training Data Set)（学習データの信号処理）

Frequency Spectrum (Force-X)
（X軸フォースの周波数スペクトル）

Envelope Spectrum (Force-X)
（X軸フォースの包絡線スペクトル）



Feature Extraction List（抽出した特徴量のリスト）

• We extracted a variety of features from all signal using these signal processing methods; since we had 
labeled data, we could use the feature selection method to find the best features.（上記の信号処理手法を
使用し、様々な特徴量を抽出した。目的変数は分かっている為、ここから最良の特徴量を選択した。）
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# Signal Processing Method（信号処理手法） Type of Features（特徴量の種別）

1 Time Domain（時間帯域）
Statistics (RMS, peak to peak, kurtosis)
（統計量：RMS, ピークからピーク、尖度）

2 Frequency Domain（周波数帯域） Magnitude of peaks（ピークの大きさ）

3 Frequency Domain（周波数帯域）
Energy and Percent Energy in the frequency bands

（各周波数帯域でのエネルギーとその割合）

4 Envelope Spectrum（包絡線スペクトラム） Magnitude of peaks（ピークの大きさ）

5 Wavelet Decomposition（ウェーブレット分解）
Percent of energy for approximation and details of 

wavelet decomposition
（近似エネルギーの割合とウェーブレット分解の詳細）

6 Mel Cepstrum Coefficients（メルケプストラム係数）
Mean value of mel cepstrum coefficients

（メルケプストラム係数の平均）



Selected Features for Machine Learning Regression Model（回帰モデル用に選定した特徴量）

• We used a feature selection method that 
considers the correlation between each 
feature and the maximum tool wear in the 
training data set and selected the top 20 
features.（特徴量の選定手法としては、学習データ
の最大摩耗量と各特徴量との相関を求め、相関係数
の高い20個の特徴量を抽出した。）
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# Selected Features（選定した特徴量）

1 Force (N) in X dimension FFT Peak at 1038Hz

2 Force (N) in Z dimension Peak to Peak

3 Force (N) in Y dimension FFT Peak at 519Hz

4 Vibration (g) in Y dimension FFT Peak at 519Hz

5 Force (N) in X dimension RMS

6 Force (N) in X dimension Peak to Peak

7 Force (N) in Z dimension RMS

8 Force (N) in X dimension FFT Band Energy 1000 to 5000Hz

9 Force (N) in Z dimension FFT Peak at 519Hz

10 Vibration (g) in X dimension FFT Peak at 519Hz

11 Vibration (g) in X dimension Mel Cepstrum Coeff Mean 16

12 Force (N) in Y dimension RMS

13 Force (N) in X dimension Wavelet Energy Details 3 (Level 4, db4) 

14 Force (N) in X dimension Mel Cepstrum Coeff Mean 5

15 Force (N) in X dimension FFT Band Energy 5000 to 20000Hz

16 Vibration (g) in Y dimension FFT Band Energy 500 to 1000Hz

17 Force (N) in Y dimension Peak to Peak

18 Vibration (g) in Y dimension Mel Cepstrum Coeff Mean 6

19 Force (N) in Y dimension FFT Band Energy 5000 to 20000Hz

20 Force (N) in Z dimension FFT Band Energy 1000 to 5000Hz

注：表内の翻訳は省略



Example Feature Plots（選択した特徴量のプロット例）

◼ Many of the features had a very clear correlation, such as the one on the left.  In some cases the 
feature had a good correlation but could become very noisy as it was approaching a high-level of 
tool wear (near failure condition).（左図の例のように、学習データの最大摩耗量と高い相関を示す特徴量が多く
存在した。一方で、右図の例のように、高い相関を示すものの、摩耗が進んだ末期にノイズが多く発生しているものあった。）
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Machine Learning Regression Model for Tool Wear Estimation（機械学習による摩耗
予測/回帰モデル）

• We considered several machine learning regression methods for this application, neural networks 
(NN), random forest (RF), support vector regression (SVR), Gaussian process regression (GPR), 
and decision trees (DT).（本テーマに対して、いくつかの機械学習の回帰手法を検討した。ニューラルネットワーク、ラン
ダムフォレスト、サポートベクトル回帰、ガウス過程回帰、決定木を評価した。）
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Consider All Signals (Force, 
Vibration, Acoustic Emission)
（すべての信号：フォース・振動・AEを

検討）

Extract Features
（特徴量抽出）

Pre-Processing / Signal 
Processing

（前処理/信号処理）

Select Top 20 Features
（トップ20の特徴量を選定）

Train Machine Learning 
Regression Models (Inputs 

are Features, Output is 
Maximum Tool Wear)（20の
特徴量を入力、最大摩耗量を出
力として回帰モデルを学習）

Apply Best Model to 
Testing Data Sets（ベスト
モデルをテストデータに適用）

Evaluate Models / Select 
Best Model（各モデルの評
価/ベストモデルの選定）



Regression Model – Training Data Set（回帰モデル –訓練データ）

• Many of the models performed very well for the training data set; however the neural network 
model performed better when applied to the testing data set (the results for the testing data sets 
had much more error tan the training data set).（学習データでは多くのモデルが有効に機能したが、テストデータ
に対しては、ニューラルネットワークの精度が一番良かった。テストデータでは学習データと比べると誤差が多かった。）
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Regression Model – Testing Data Sets（回帰モデル –テストデータ）

• The neural network model was the one that had the best overall performance when applied to the 
testing data.（テストデータに対してもニューラルネットワークの精度が一番良かった。）

• The neural network regression results for testing 1 were better then testing 2  (MAE = 6.5 for 
testing 1 and MAE = 14.1 for testing 2 , MAE Overall = 10.3).（テストデータ2での結果よりもテストデータ1
での結果の方が良かった。テストデータ1のMAEは6.5、テストデータ２のMAEは14.1）
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Similarity-Based Prediction of Cutting Tool Wear（類似ベースの摩耗予測）

• The general idea is to consider the previous and current trends of tool wear (up until the current point) and 
compare this trend (similarity) with the training tool wear trend; based on the similarity value/weights, the 
tool wear predicted values can be aggregated.（アイディアとしては過去から現在迄の摩耗の傾向を考慮し、この傾向（類似
性）を訓練データでの摩耗傾向と比較する。類似性の値とウエイトをベースに、摩耗量を集計する。）
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Consider the estimated tool wear (from 
neural network model)ニューラルネットワークに

よる予測結果（1-200サイクル）を利用

From cut i=100 to 200, pull out the 
tool wear estimated trend (from cut 
1 to point ii) –consider trend shape
（サイクル100から200まで、予測結果の傾向
（1-ポイントii）を抜き出し、傾向を考慮）

Consider the max tool wear in 
the training data set（訓練データ

の最大摩耗量を利用）

Calculate the similarity values and 
weights using Euclidean distance and 

time-lag between training tool wear and 
trend（学習データの摩耗量と上記傾向との間で、

ユークリッド距離を使い類似値とウエイトとタイムラグ
=残サイクルを計算）

For each trend instance, pull 
out the tool wear prediction 
values based on the lag and 
training tool wear（タイムラグ=
残サイクルと学習データの摩耗量を
ベースに、傾向のインスタンス毎に摩

耗値を抜き出し）

Evaluate predicted values and 
compare with actual tool wear 
values for cuts 201-315（予測し
た摩耗値を求め、201-315サイクルの

実際の値とを比較）

Aggregate tool wear 
predicted values based on 

the weights（重みをベースに予測
した摩耗量を集計）



Prediction Model – Testing Data Sets（予測モデル –テストデータ）

• The prediction results were better for the first testing data set (perhaps since the tool wear 
estimate from the regression model was also better for this data set.)（テストデータ1での予測結果の方
が良かった。恐らく、摩耗の予測もテストデータ1の方が良かったからであろう。）

• The similarity-based prediction results were the following (MAE = 10.5 for testing 1 and MAE = 
18.5 for testing 2 , MAE Overall = 14.5). （類似ベースでの予測結果は以下の通リであった。テストデータ1の
MAEは10.5、テストデータ２のMAEは18.5、両方の平均で14.5）
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Review of Top Winner Methods
（入賞者の手法レビュー）



1st Place – Feature Extraction Steps（第1位 –特徴量抽出ステップ）

1. Build PCA model（主成分分析モデルの構築）

a) Use training data（学習データを使用）

b) 7 Features: F_x, F_y, F_z, V_x, V_y, V_z, AE (Features are accumulated absolute values of 
each signal for each cycle.)（特徴量はサイクル毎の各信号の累積絶対値）

c) Keep 1 principle component (explains 98.8% of variance)（分散の98.8%を説明する1主成分を保
持）

2. Calculate T2 for test data（検証データでT2値を計算）

a) Use built PCA model to transform test data into PC space （学習した主成分分析モデルで検証データ
を主成分空間へ変換）

b) Calculate T2 for each test cycle（各テストサイクルのT2値を計算）

c) Normalize the T2 values: 𝑇2𝑛𝑜𝑟𝑚 =
𝑇2−𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑇2𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛)

𝑠𝑡𝑑𝑒𝑣(𝑇2−𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑇2𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 )
（T2値を標準化）

3. Calculate difference between normalized T2 values: test_pca_diff = 𝑇2𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 − 𝑇2𝑡𝑒𝑠𝑡（標準化したT2の
学習データと検証データの差異計算：testpcadiff）
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1st Place – Additional Steps（第1位 –次のステップ）

4. Create a variable(ttmp1) based on pca_diff and max_wear of training data （testpcadiffと学習データの
最大摩耗量から変数：ttmp1を作成）

◦ Seems like they try to make the variable have a similar shape as the max_wear of training 
data since they think the wear of the test data should have a similar trend（学習データと検証
データの摩耗量は似た傾向となるとの仮説から、学習データと同じ曲線を持つ魔法の変数を作成）

◦ For Wear and Predict, adjusted and tuned the parameters for the amount of changes. 
Adjusted based on submitted results.（WearとPredictに対し、変化量をサブミット結果より調整・チューニン
グ）

5. Smooth the variable with a 10th and 12th order polynomial for 1st and 2nd test data, 
respectively（テストデータ1, 2に対し、変数を10次, 12次の多項式で平滑化）

6. Variable is submitted as predicted wear（変数を予測摩耗量としてサブミット）
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1st Place – Comments on Methods（第1位 –本手法に対するコメント）

• Overall, it was a unique method for the competition and appears to be a very good approach.（総
じてコンペ向けのユニークな手法で、非常に良いアプローチだと思われる。）

• I liked how the initial steps were grounded on well established methods (feature extraction, 
principal component analysis, and a multivariate anomaly index (PCA-T2).（最初のステップでは確立さ
れた手法：特徴量抽出、主成分分析、多変量異常インデックスを基にしているのが良いと思う。）

• The specific aspects of fitting a 10th or 12th order polynomial were tailored for this data set, but it 
is logical since the tool wear does have a polynomial type of shape that one can observe from the 
training data set.（10次と12次の多項式は今回のデータセットにフィットさせたものではあるが、訓練データの摩耗を見る
と多項式形式の形をしており、多項式の利用は論理的である。）

• It would have been interesting to see how the polynomial order affected the accuracy of the 
results and whether a lower order polynomial would still have good accuracy (such as a 3rd order 
polynomial).（多項式の次数を3次に下げた場合など、次数が精度にどの様に影響するか見るのは非常に興味深い。）
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2nd Place – Feature Extraction and Selection（第2位 –特徴量抽出と選択）

1. Extract features using tsfresh package (designed for extracting features from time-series data)
（時系列データの特徴量抽出ライブラリPython tsfreshを使用）

a) Extract features from all 7 signals（7つの信号より特徴量抽出）

b) list of extracted features （抽出特徴量のリスト）

https://tsfresh.readthedocs.io/en/latest/text/list_of_features.html

2. Features are selected from each signal using tsfresh.select_features function（tsfreshの機能で各
信号から特徴量を選定）

a) Training dataset used for feature selection（学習データを使用し、特徴量を抽出）

b) Feature selection function applied to each signal separately (i.e. feature selection is applied 
to all features for signal 1, then feature selection is applied to all features for signal 2, etc.)
（特徴量抽出は信号毎に実施）

c) Feature selection function uses all features from select signal and wear of flute to select 
which features from that signal are important for that flute （特徴量抽出機能は、すべての特徴量
と各フルートの摩耗を使い、摩耗予測に重要な特徴量を選定）
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2nd Place – Estimate Wear of First 200 Cycles from Test Datasets（第2位 –最初の200
サイクルの摩耗予測）

3. Train XG Boost model for each signal and each flute combination (7signals*3flutes=21 total 
models) （各信号×フルート毎に21個のXGBoostモデルを学習する。）

a) Input for each model are selected features of that signal （各モデルへの入力変数は、信号毎に選定
された特徴量）

b) Output for each model is the wear of that flute （各モデルの出力変数は、各フルートの摩耗量）

c) The predicted wear of each flute is the mean of the predicted wear of all 7 models（全7モデル
の平均値が各フルートの予測摩耗量）

4. Used trained XGB models to predict the max wear of the first 200 cycles （学習したXGBoostモデル
を使用し、最初の200サイクルの最大摩耗量を予測する。）

a) Predict the wear for each flute（各フルートの摩耗量を予測）

b) Submit the max wear of the 3 flutes （３つのフルートのうち、最大摩耗量をサブミット）
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2nd Place – Predict Future Wear of Test Datasets（第2位 – 200サイクル以降の摩耗予測）

5. Train a LSTM model (neural network) to predict future wear for each flute based on previous 
wear（LSTMモデルを学習し、直近の摩耗から各フルートの摩耗量を予測）

a) Inputs are previous changes in wear for select flute for last 100 cycles, output is predicted 
wear of select flute for future 115 cycles （直近100サイクルの摩耗の変化量（差分）を入力とし、次の
115サイクルの摩耗量を予測）

b) 5 LSTM models are trained per flute(trained models are different due to random training 
behavior of neural network) （NNの学習時のランダム特性を考慮し、フルート毎に5個のLSTMモデルを学
習）

c) All training data is used to train the LSTM models（LSTMの学習にはすべての訓練データを使用）

d) The average of the predicted wear of the 5 models is used as final prediction for select flute
（最終予測は、5個のモデルの平均摩耗量を使用）

6. Use trained LSTM model to predict the max wear of the future 115 cycles（学習したLSTMモデルを
使用し、次の115サイクルの最大摩耗量を予測する。）

a) Use predicted wear of first 200 cycles from XGB models as inputs to predict future 115 cycles 
for each flute（学習したXGBoostモデルで最初の200サイクルの摩耗量をインプットとし、フルート毎に次の115サ
イクルの摩耗を予測）

b) Submit the max of the 3 flutes（3つのフルートのうち、最大摩耗量をサブミット）
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2nd Place – Comments on Methods（第2位 –本手法に対するコメント）

• I liked how they considered existing packages and methods for feature extraction and selection; 
this highlights that automated methods for feature extraction can be considered for this 
application.（特徴量の抽出と選定に既存のライブラリを使用したのは良いと思う。特徴量の自動選定機能も今回のテー
マでも使用出来る事を証明している。）

• In addition, I was impressed with the idea of using multiple regression models for the wear of 
each flute instead of directly modeling the maximum wear.（また、最大摩耗を直接予測するのではなく、各
フルートの摩耗を予測する複数の回帰モデルを使用するアイディアには感銘を受けた。）

• I also tried and was not very successful using LSTM for prediction, so it is also impressive that 
they found some good settings for the LSTM prediction method.（私自身もLSTMをトライしたが、結果は
余り良くなかった。最適なLSTMの設定を見つけた事にも感銘を受けた。）

• It would be interesting to see how the settings for the LSTM neural network influenced the results 
and how much fine-tuning was needed for this prediction algorithm.（LSTMの設定がどれくらい結果に影
響したか、どれだけチューニングが必要であったかには興味がある。）
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Perspectives on the Data Challenge
（データチャレンジに関する見解）



Level of Difficulty in Data Challenge（データチャレンジの難易度）

• This data challenge was very difficult, in that the participants in the data challenge only had one 
training data set to work with.（今回のデータチャレンジコンテストは、訓練データが1セットしか存在しなかったと言う
点で難しかったと思う。）

• The tool wear values for the testing and training data sets had different initial values and the 
trends/patterns were also a bit different (especially testing data set 2).（訓練データとテストデータの初
期段階の値に差があったり、傾向/パターンが少し異なった。特にテストデータ2で顕著であった。）

• Lastly, inaccuracies in the tool wear estimate would also likely impact the prediction estimates.
（最後に、1-200サイクルの予測精度が出ない為、次の201-315サイクルの精度にも影響した。）

• In summary, we were quite impressed with the results from the participants for this competition.
（所感として、今回の参加者のレベルは非常に高く、感銘を受けた。）

• For future competitions, it would be best to have a larger training set to allow for better model 
generalization and accuracy.（次回のデータチャレンジでは学習データが多く提供されているテーマを探し、学習モデ
ルの汎化性能と精度が競えるようにしたい。）
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Evaluation Criteria for Future Competitions（今後のコンテストの評価基準）

• We feel that it could be a good idea to have a final (hold out) data set that is used to evaluate the 
models.（モデルを評価する最終（ホールドアウト）データセットを用意するのは良いアイディアかもしれない。）

• This way the participants can fine-tune the models and improve their score on the leaderboard 
but still have a final test on how well the model will generalize for an additional data set.（この方法
により、参加者は最終のチューニングが出来て、最終スコアが改善する可能性もあるし、追加データに対してどれだけ汎化性
能があるか最終テストが出来る。）

• In addition, we are wondering if we should judge the method based on a subjective rating that 
considers the methods uniqueness, creativity and whether the approach seems logical in addition 
to an objective scoring metric.（その他、客観的な評価指標の他にも、主観的な評価があっても良いかもしれない。
手法のユニークさや創造性、アプローチが論理性を競うものである。）

• This would promote new techniques and developments in PHM if the competition considered both 
the creativity of the method along with a scoring metric.（コンテストでスコア指標と共に創造性も考慮すれば、
PHM領域での新しいテクニックや開発を促進する可能性がある。）
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