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リバースエンジニアリングのための機械加工の戦略的最適設計 

Strategic optimum design of machining for reverse engineering 

小川 昭*  高橋 武則**  

Akira OGAWA  Takenori TAKAHASHI 

【要約】 

システムや製品の開発では，目標とする設計仕様と完成した製品特性との差が「問題」であり，その差を小

さくする作業は「改善」と呼ばれる．これが典型的なエンジニアリングプロセスである．一方，近年，測定して得

られる「情報」から設計をスタートする試みがある．ある完成したシステムや製品を測定して，測定結果が当初

の設計仕様と異なるとき，大きな「問題」として捉えるよりも，むしろ新しい有益な「情報」が得られたと評価する

こともある．このように，測定されたデータを出発点とする考え方がリバースエンジニアリングである．例えば，

機械加工によるガラスの穴開け加工では，形成した穴の半径，粗さ，真円度等で加工形状を評価することが

多い．しかし，測定探子の入らない微小ガラス穴の場合は穴内部の測定は困難であり，設計や工程能力で品

質保証をする場合もある．このような場合，ある方法でデータが得られた時点からリバースエンジニアリングが

スタートする．今日，PC の発達と解析プログラムの進歩により技術者，研究者，データアナリストが自由な発想

でデータを解析し，最適設計を行うことが可能となった．本研究では，JMP および JMP にアドインされた

HOPEを使用して，リバースエンジニアリングのための機械加工の戦略的最適設計を議論する． 

キーワード：微小ガラス穴，機械加工，戦略的最適設計，リバースエンジニアリング，JMP，HOPE 

【Abstract】 

Our aim is to develop a system or product that will perform as was intended in the design. The 

difference between the design concept and the performance of the real system or product presents 

a problem, which ideally is minimal. This is the traditional style of engineering, and the activity 

utilized to reduce the difference is “Kaizen”, or the philosophy of continuous improvement. On the 

other hand, in recent years, getting information through measurement has also been the starting 

point of design activities, and regardless of the quality, the information gathered will be useful and 

effective for engineering. This approach is reverse engineering. For example, the machining 

process of making glass holes can be evaluated by measuring the radius, roughness and roundness 

of the hole. But it is difficult to measure those characteristics using contact probes, so we assume 

the quality of the holes based on the design or production capability. If we can gather enough data 

to analyze the process, we can start the reverse engineering process with the aid of a PC and 

analyzing software. In this research we will discuss reverse engineering of a machining process, 

with HOPE analysis using JMP software to achieve strategic optimum design 

Keyword ： small glass hole, machining, strategic optimum design, reverse engineering, JMP, HOPE  
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１．はじめに 

近年レプリカ法と精密非接触外周測定機を組合せ

た測定システムにより，ガラス微小穴の内部構造を統

計解析するに必要な数値データを容易に得ることが

可能となり，リバースエンジニアリングの環境が整った． 

そこで，実験計画法により多数の穴加工を行い，レ

プリカ法により穴内部形状を転写し，レーザーを利用

した非接触測定機により多数のレプリカの外周を計

測した．レプリカ外周形状には微小で複雑な凹凸が

あり，スペクトル解析が有効でリバースエンジニアリン

グの可能性が高まると同時に，ガラス穴半径の大きさ，

および加工形状粗さと加工条件との因果関係の解明，

加工の最適化が課題となった． 

本稿では，穴半径と粗さの2特性を取り上げ，統計

解析による加工条件との因果関係のモデル化，およ

び HOPE added in for JMP （以後 HOPE）を活用した

数理計画法による加工条件最適化のアプローチとリ

バースエンジニアリングへの適用可能性を紹介する． 

 

２．研究材料と方法 

2.1 硬脆性材料と超音波援用研削加工 

本研究の対象は硬くて脆いガラスである．セラミッ

クも同様の性質があり一般には硬脆性材料と呼ばれ

ている．超音波を援用したガラスの穴あけ加工の状

況を図 1 に示す．ガラスにはチッピング，クラックが発

生し，穴形状も入り口が広がったテーパー形状にな

ることが多い.超音波援用による回転数の低下はチッ

ピングやクラックの低減に一定の効果をもたらすが，

その発生メカニズムは複雑である． 

もう一つの重要な特性は穴の半径と穴の粗さで

ある．加工ツールがガラス表面に接触すると初期

の段階ではツールの位置が定まらず，穴が広がる

傾向がある．その後ガラス内部に侵入するに従っ

て穴径はツール径とほぼ等しい大きさになる．ツー

ルの外形を図 2 に示す.さらにツールの送り速度や

回転速度，超音波振動の影響などが複雑に関係

すると，ガラス内部においてもツールの外周方向

の振動が大きくなり穴径が広がる傾向がある．また

このような状態では粗さも悪化する．穴入口から出

口までが一定の円形状で粗さの少ない状態が望

ましい． 本研究では、まず入口から 0.5mm の穴

半径（r）と粗さ（σ）の２特性を分析し、理想的な穴

加工形状のための最適条件を探索する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 ガラスの穴開け加工 

 

 

 

 

図 2 加工ツールとツール径 
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2.2 レプリカ材料と非接触円周測定方式 

本研究では穴径を直接測定する方法に替えて，

穴形状をレプリカで転写し測定するレプリカ法を採用

した．レプリカ法の歴史は古いが工業に応用された

歴史は比較的浅い．特に精密加工において本格的

な研究報告が発表されたのは最近である．その研究

領域では，レプリカの物性，転写精度，測定方法など

幾つかの研究課題があるが，本研究では実用化され

た実績のある方法を採用している． 

ガラス加工穴形状の概要，その上面方向からの写

真と穴半径 r，粗さ σ の概要を図.3（a）に．レプリカの

作成イメージを図 3（b）に示す．レプリカ法の利点は，

安価で大量の測定サンプル（レプリカ）を容易に作成

できること，穴の内側形状を外側形状に変換すること

で測定が容易になること，が挙げられる．欠点として，

転写精度が悪い場合は測定誤差が大きくなり，最悪

は評価そのものに意味がなくなることである． 

  

 

 

 

 

 

(a)ガラス加工穴のイメージ（左）を写真（右） 

 

 

 

(b)レプリカ作成のイメージ 

図 3 加工穴形状とそのレプリカの概要 

このレプリカの外周を測定するためにはレプリカを

回転させながら測定する必要がある．さらにレプリカ 

は柔軟性があるため，接触式の測定機は使用できな

い．このため微小穴のレプリカ外周を高精度に測定

できる非接触式の測定機が必要である．近年レーザ

ーを使用した共焦点レーザー顕微鏡と高精度な回

転ステージを組合せた非接触式測定機が開発され，

それを使用することで高精度な外周測定が可能とな

った． 

その測定機でレプリカの外周を測定している様子

を図 4 に示す．画面に表示されている太い棒状の物

体の先に細い棒上の物体が見えるが，細い部分がガ

ラス穴内部を転写した部分である．細い部分の長手

方向（紙面の左右方向）がガラスの厚さに対応し，細

い方向（紙面の上下方向）が穴径に対応する．加工

穴の直径は加工ツールの外径より少し大きい程度で

あるから 1020μm より少し大きいものとなる．測定機

の測定精度は 0.5 μm であるから，穴径を評価する

うえで問題はない． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4. 穴形状を転写したレプリカの拡大図 

穴半径（r） 

粗さ（σ） 
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2.3 研削加工と評価因子 

超音波を援用したガラス穴の研削加工の概要を図

5 に示す．ガラスに穴を開ける加工ツールはダイヤモ

ンドコアドリルと呼ばれる中空ドリルで，このツールを

送る速度を𝑥1，回転数を𝑥2とする．ツールの先端は

超音波のエネルギーを受けて上下に振動しておりそ

の振動エネルギーを𝑥3とする．ガラスの削りカスはス

ラッジと呼ばれスラッジ自身が非常に硬いため砥石

の役目をする．このスラッジの排出を中空ツールの内

側を流れるクーラントが行うが，ガラスが貫通するまで

はクーラントは上方に跳ね返るためスラッジも上方に

排出される．上方に排出されるガラススラッジと，下方

に送られる加工ツールのダイヤモンド砥粒とが，ツー

ルの回転，超音波と複雑に関係しあってガラスを削り

取っている． 

このような状況であるため，ツールの送り，回転，超

音波振動の主効果のみならず，それらの交互作用が

ガラス穴の加工品質に重要な影響を与えていること

は明らかであり，2 因子や 3 因子の交互作用の存在

が解析の前提となる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 超音波援用研削加工の概要 

本研究において，質的因子であるツールの送りモ

ードは戦略的最適設計に必要不可欠な特別な因子

として図 6 に詳細を示す．送りモードは加工品質と生

産性に関係する．前者はツールを一方向に送る One 

way mode が優れているが，ガラススラッジの排出速

度以下でツールを送ることが必要であり生産性は低

い．後者はツールを上下に動かしながら加工する

Step mode が優れている．この場合ツールが一度穴

の外に出るため，再び穴の内部に侵入するときの位

置ずれが加工品質を低下させる可能性がある．これ

らのモードの選択は技術的にも経営的にもトレードオ

フの関係にあり戦略的である． 

実験は図 5に示す量的な設計因子𝕩=(x1，x2，x3）

と，図 6 に示す質的な 2水準の因子 S との直積実験

を行ない，加工の最適条件を探索する．この他の評

価因子として，加工ツールに使用されるダイヤモンド

砥粒の粒度や集中度，結合材の強度，ツールの先

端形状，クーラント水量などもある．いずれも固有技

術の視点から最適設計に重要な因子であるが，本研

究では対象外としている． 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 送りモード：One way mode と Step Mode 

 クーラントクーラント（In）

回転（X2）

送り（X1）

超音波振動（X3）

クーラント（Out）

ガラススラッジ

加工ツール（研削砥石）

ガラス

ガラス穴 Step modeOne way mode

Tool
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2.4 実験計画 

量的な設計因子𝕩=(x1，x2，x3）は主効果と交互作

用を独立に評価する．詳細は表１に示す．3 つの主

効果と 3 つの交互作用を独立に評価するため L8 の

ResolutionⅤを設計因子の計画（内側）に配置する．

外側因子は表2に示され，設計因子の全ての主効果，

交互作用との関係を把握するため，直積実験におい

て撹乱/誤差因子と同様表3に示すように外側に配置

する．JMP にアドインされた HOPE を使い，穴半径ｒ

について具体的に計画を作ったものが図 7である． 

 

表 1 設計因子として機械条件の 3 因子 

  主効果/交互作用 

因子 名称 水準 X1 X2 X3 

X1 送り 1 2 ◎ ― ― 

X2 回転 1 2 ○ ◎ ― 

X3 振動 1 2 ○ ○ ◎ 

 ◎：主効果，○：交互作用，―：対象外 

 

表 2 特別な外側因子としての Mode 

  水準 主効果/ 

交互作用 因子 名称 1 2 

S Mode One Way Step ○ 

 

粗さ σ についても同様に計画を作る．表 3 には実

験結果も記載している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7  HOPEでの計画作成 

 

表 3 直積実験の実験計画表 

実験# 
設計因子 

特別な外側因子 

Mode : (S) = 1        Mode : (𝑆𝑅0
(𝑀)

) = 2 

𝒙𝟏 𝒙𝟐 𝒙𝟑 r σ r σ 

1 1 1 1 513.9 0.073 514.5 0.192 

2 1 1 2 514.8 0.099 514.5 0.067 

3 1 2 1  

～ 

 

 

 

～ 

 

 

4 1 2 2 

5 2 1 1 

6 2 1 2 

7 2 2 1 514.1 0.110 513.6 0.086 

8 2 2 2 515.1 0.073 513.5 0.079 
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３．結果 

3.1 外周測定とスペクトル解析 

実験#1 の穴加工の外周データを XY 座標にプロ

ットしたものが図 8であり，その外周部を約 1000倍に

拡大表示したものが図 9 である．半径ｒは円の中心の

回りの極座標に変換し，JMP の時系列分析の手法で

スペクトル解析を行うことができる.その出力を図 10に，

周期が 120°以下のスペクトルを拡大したものを図 11

に示す．360°は「片膨れ」，180°は「楕円」，120°

は「三菱型」の変形円である．それ以下のスペクトル

で大きな影響をもつものとして，36°と 20°がある． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 穴加工の外周データ（#1） 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 外周データのスペクトル解析（#1） 

360°/36°=10 および 360°/20°=18 であるから，全周の

中に 10 個および 18 個の山谷がある．実験条件ごと

にこれらの周波数スペクトルを解析すれば，加工条

件と外周形状との因果関係を解明することができる．

さらに外側因子との関係も明らかになり設計因子との

関係も把握できるため，これらのデータ解析は品質

および生産性の向上に寄与する． 

紙面の都合で詳細は割愛するが，レプリカによる

外周形状の非接触測定とスペクトル解析を組み合わ

せることで，従来は困難であった微小穴の内側形状

の解析が可能になり，新たな知見が得られたことはリ

バースエンジニアリングの開始でもある． 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 外周データの拡大（#1） 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 120°以下スペクトル（#1） 
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3.2 半径 rと粗さ σ 

表 3に示した直積実験の計画に従い半径 r と粗さ

σのデータを記入したものが表 4 と表 5である．どち

らも値が小さいことが望ましいため望小特性である．

またそれぞれのデータをグラフ化したものが図 12 と

図 13である．半径 rは使用している加工ツールの外

径 1020μmの 1/2である 510μmより小さくはならな

い．また研削加工のため,ある程度の加工代がある．

このため図 12からもわかるように半径は最適でも

513μm以上になる．半径では戦略因子の第 2水準

が第１水準より望ましい加工を実現している． 

 

表 4 実験 No とレプリカの半径 r の測定値 

（単位：μm） 

    S 

実験 No x1 x2 x3 第 1 水準 第 2 水準 

1 1 1 1 513.9 514.5 

2 1 1 2 514.8 514.5 

3 1 2 1  

～ 4 1 2 2 

5 2 1 1 

6 2 1 2 

7 2 2 1 514.1 513.6 

8 2 2 2 515.1 513.5 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 実感 No と半径 rのグラフ 

 

一方粗さσは第 1水準と第 2水準のどちらが優れて

いるか容易には判断ができない．さらに半径と粗さを

総合的に最適化することは，これらのグラフを眺めて

いるだけでは不可能である．データから統計モデル

を作成し，数理計画法を活用して最適化を行うことが

必要になる． 

データの分布をみると，半径は平均値のまわりで

対象に分布している傾向があり，このまま解析しても

問題ないが，粗さはプラス方向に歪んでおり変数変

換して歪を少なくして解析する． 

 

表 5 実験 No とレプリカの粗さ σの測定値 

（単位：μm） 

    S 

実験 No x1 x2 x3 第 1 水準 第 2 水準 

1 1 1 1 0.073 0.192 

2 1 1 2 0.099 0.067 

3 1 2 1  

～ 

 

4 1 2 2 

5 2 1 1 

6 2 1 2 

7 2 2 1 0.110 0.086 

8 2 2 2 0.073 0.079 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 実感 No と粗さ σのグラフ 
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3.3 半径ｒの分散分析と推定式. 

HOPEによる半径 rの変数選択と分散分析結果を

図 14および表 6に示した．高次因子が有意の場

合，低次因子も有意としている．変数選択のまとめで

は,濃い色の部分に対応する要因が有意であることを

示し,𝑥1と𝑥2の交互作用，戦略因子，𝑥3の主効果，𝑥2

と S との交互作用の影響力が大きいことが判明した.

これらの詳細は表 6の分散分析表に示され，図 15

の半正規プロットでも確認できる． 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

図 14 変数選択のまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

図 15 半正規プロット 

半径 rの推定式(1)の𝕩は，𝑥1，𝑥2，𝑥3のベクトル

表示で，2水準の平均値 1.5 を引く中心化を行うこと

で，変数間の相間を絶って変数選択の精度を高め，

推定式の係数に意味を持たせている．Zはダミー変

数で因子 Sが第１，第 2水準をとるときはそれぞれ 1

と-1をとる．外側因子に無関係な平均（Average）パ

ートを A，外側因子の影響を表す乖離（Divergence）

パートを D として，外側因子の対応で戦略的な最適

設計が可能となる． 

r(𝕩; Z)＝514.62 − 0.28 ∗ (𝑥1 − 1.5) 

－0.06 ∗ (𝑥2 − 1.5) 

+ 0.66 ∗ (𝑥3 − 1.5) 

−1.40 ∗ (𝑥1 − 1.5) ∗ (𝑥2 − 1.5) 

+ {0.36＋0.50 ∗ (𝑥2 − 1.5)} ∗ Z 

= 𝐴𝑟(𝕩) + 𝐷𝑟(𝕩) ∗ Z                 (1) 

表 6 半径 rの分散分析表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16 推定式の係数となる平均と偏差の推定値 
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3.4 粗さσの分散分析と推定式. 

 粗さ σ の解析で最も重要なことはσの値を変数変

換することである．図 13 から明らかなようにσはマイ

ナスの値をとらない．また 0 の近くにデータが集中し

ているが大きな値をとることもある．このように分布が

歪んでいることが明らかで正規分布を仮定できない

場合，変数変換を行うことで正規分布に近づけること

ができれば解析の精度が向上する．σの場合は対

数変換することで正規分布に近づく．  

このとき元データはそのままに，解析時に対数変

換を行い，結果は変換をしていない元の値を示すこ

とができれば好都合である．HOPEにはこの機能があ

る．また JMP と連携させれば歪や尖り等の高次のモ

ーメントも容易に算出することができる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17 変数選択のまとめ 

 

 

 

対数変換で解析された場合，表 7 の分散分析表

や図 19 の平均値と偏差の推定値は全て対数変換を

行った値で計算されている．それ以外は半径 rと同様

の解析となる． 

 粗さσの分散分析結果を図 17および表 7に示し

た．変数選択のまとめでは, 主効果では𝑥2，𝑥3お

よび戦略因子S，2 因子交互作用ではS ∗ 𝑥3，3 因子

交互作用ではS ∗ 𝑥2 ∗ 𝑥3，それぞれの影響が大きい．

これらの詳細は表７の分散分析表に示されてい

る．図 18 の半正規プロットでもこれらの様子を

理解することが可能で，その結果得られる粗さ σ

の対数変換した値の推定式の係数が図 19，推定式

が式(2)とそのなる．この式でも主効果と交互作用

は中心化されているため変数から 1.5 を引いた項

で構成されている． 

変数変換したデータを実際に使用するときは

(3)式の指数変換により元に戻す必要があるが，

HOPE 内で解析する場合は自動的に逆変換をし

て変換前の値に戻して出力される． 

 

表 7 σの分散分析表 
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図 18 変数選択のまとめ 

 

 

 

 

 

 

図 19 平均と偏差の推定値 

 

ln{σ(𝕩; Z)}＝ − 2.4677 + 0.09 ∗ (𝑥1 − 1.5) 

－0.2233 ∗ (𝑥2 − 1.5) 

− 0.4598 ∗ (𝑥3 − 1.5) 

+0.3211 ∗ (𝑥1 − 1.5) ∗ (𝑥2 − 1.5) 

+0.2723 ∗ (𝑥2 − 1.5) ∗ (𝑥3 − 1.5) 

+ {−0.0911＋0.1893 ∗ (𝑥1 − 1.5) 

−0.0033 ∗ (𝑥2 − 1.5) + 0.2646 ∗ (𝑥3 − 1.5) 

−0.8657 ∗ (𝑥2 − 1.5) ∗ (𝑥3 − 1.5)} ∗ Z 

= 𝐴𝜎(𝕩) + 𝐷𝜎(𝕩) ∗ Z                 (2) 

σ(𝕩; Z) = exp[ln{σ(𝕩; Z)}]          (3) 

４．最適化 

4.1 要約関数の定義 

 最適化は，外側因子の複数の水準に関して統一

対応，個別対応，限定対応の 3対応が考えられる．

統一対応とは水準すべての採用を前提に最適解

を 1つ求める対応，個別対応とは水準ごとに最適

解を求める対応，限定対応とは個別対応で求めた

最適解の中からいくつかに限定する対応である． 

半径 r の統一対応では外側因子の両水準の範囲

を𝐺𝑟_𝑅𝑎𝑛(𝕩)，平均を𝐺𝑟_𝐴𝑣𝑒(𝕩)，最大を𝐺𝑟_𝑀𝑎𝑥(𝕩)，

最小を𝐺𝑟_𝑀𝑖𝑛(𝕩)，とした要約関数を式(4)で定義す

る．これは外側因子の水準によって推定式の係数

が異なるためである．それら 4 つの要約関数を含

む最適化の HOPE 画面を図 20 に示す．推定値の

欄には(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = (1.5,1.5,1.5) における推定値

が表示されている． 

𝐺𝑟_𝑅𝑎𝑛(𝕩) = 𝐺𝑟_𝑀𝑎𝑥(𝕩)－𝐺𝑟_𝑀𝑖𝑛(𝕩)  

𝐺𝑟_𝐴𝑣𝑒(𝕩) = {𝑟(𝕩; 1) + 𝑟(𝕩; −1)}/2 

𝐺𝑟_𝑀𝑖𝑛(𝕩) = Min{𝑟(𝕩; 1)，𝑟(𝕩; −1)} 

𝐺𝑟_𝑀𝑎𝑥(𝕩) = Max{𝑟(𝕩; 1)，𝑟(𝕩; −1)} 

(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 20 最適化の HOPE初期画面 
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4.2 統一対応による半径ｒの平均と範囲の最適化 

 半径 r の平均は小さいことが望ましく，次の最

適化が重要でありその内容を図 21 に示す． 

 Minimize 𝐺𝑟_𝐴𝑣𝑒(𝕩) 

         𝕩 ∈ DV 

HOPE を使用して、 

最適解は，𝕩∗ = (𝑥1
∗,𝑥2

∗, 𝑥3
∗) = (2.0, 2.0, 1.0) 

 最適値は，𝐺𝑟_𝐴𝑣𝑒(𝕩∗) = 513.764 

 このとき，𝐺𝑟_𝑅𝑎𝑛(𝕩∗) = 1.211            (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 21 半径 rの平均の最小化 

 

半径 r の範囲（差）も小さいことが望ましく，

図 22 に示す最適化（最小化）も重要となる．  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 22 半径 rの範囲の最小化 

Minimize 𝐺𝑟_𝑅𝑎𝑛(𝕩) 

         𝕩 ∈ DV 

最適解は，𝕩∗ = (𝑥1
∗,𝑥2

∗, 𝑥3
∗) = (1.5, 1.0, 1.5) 

 最適値は，𝐺𝑟_𝑅𝑎𝑛(𝕩∗) = 0.214 

このとき，𝐺𝑟_𝐴𝑣𝑒(𝕩∗) = 514.648      (6) 

図 22 では範囲に影響する因子（＊付き）は𝑥2

だけで，これを 1 に固定（ロック）し制約条件を

0.214 以下とし，平均最小化の統一対応を行うと

その結果は式(7)と図 23 となる．  

Minimize 𝐺𝑟_𝐴𝑣𝑒(𝕩) 

Subject to 𝐺𝑟𝑅𝑎𝑛
(𝕩) ≤ 0.8 

         𝕩 ∈ DV 

最適解は，𝕩∗ = (𝑥1
∗,𝑥2

∗, 𝑥3
∗) = (1.0, 1.0, 1.0) 

 最適値は，𝐺𝑟_𝐴𝑣𝑒(𝕩∗) = 514.104 

 このとき，𝐺𝑟_𝑅𝑎𝑛(𝕩∗) = 0.214      (7) 

 

 

 

 

 

 

 

図 23 半径 rにおける戦略因子の統一対応 

4.3 統一対応による粗さσの平均と範囲の最適化 

粗さについて式(4)と同様に式(8)を定義する．

粗さも望小特性であり平均と範囲の限界（最小値）

を求め，さらに両方を考慮し外側因子を統一対応

させた最適化を実施することができる． 
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𝐺𝜎_𝑅𝑎𝑛(𝕩) = 𝐺𝜎_𝑀𝑎𝑥(𝕩)－𝐺𝜎_𝑀𝑖𝑛(𝕩)  

𝐺𝜎_𝐴𝑣𝑒(𝕩) = {𝜎(𝕩; 1) + 𝜎(𝕩; −1)}/2 

𝐺𝜎_𝑀𝑖𝑛(𝕩) = Min{𝜎(𝕩; 1)，𝜎(𝕩; −1)} 

𝐺𝜎_𝑀𝑎𝑥(𝕩) = Max{𝜎(𝕩; 1)，𝜎(𝕩; −1)} 

(8) 

4.4 統一対応による総合最適化 

半径の範囲，粗さの範囲と平均の 3 特性を制約

条件として半径の平均を最小化する多特性の最

適化は下記図 24 となる．  

Minimize 𝐺𝑟_𝐴𝑣𝑒(𝕩) 

Subject to 𝐺𝑟𝑅𝑎𝑛
(𝕩) ≤ 0.80 

𝐺𝜎𝐴𝑣𝑒
(𝕩) ≤ 0.07 

𝐺𝜎_𝑅𝑎𝑛(𝕩) ≤ 0.01 

         𝕩 ∈ DV 

最適解は，𝕩∗ = (𝑥1
∗,𝑥2

∗, 𝑥3
∗) = (1.86, 1.59, 2.0) 

最適値は，𝐺𝑟_𝐴𝑣𝑒(𝕩∗) = 514.80 

 (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 24 半径の範囲，粗さの範囲と平均の３特性を制

約条件とした統一対応最適化 

 

  このとき  𝐺𝑟_𝑅𝑎𝑛(𝕩∗) = 0.800 

𝐺𝜎_𝐴𝑣𝑒(𝕩∗) = 0.070 

           𝐺𝜎_𝑅𝑎𝑛(𝕩∗) = 0.01  

また   r(𝕩∗; 1)= 515.20，σ(𝕩∗; 1) = 0.075 

r(𝕩∗; −1)= 514.40 σ(𝕩∗; −1)= 0.065 

(9) 

4.5 個別対応による総合最適化 

 これまでの解析より半径は送りモードの第 2水

準で最小化できることが判明した．よって個別対

応の最適化は下記と図 25 となる． 

Minimize r(𝕩; −1) 

Subject to σ(𝕩; −1) ≤ 0.065 

         𝕩 ∈ DV 

最適解は，𝕩∗ = (𝑥1
∗,𝑥2

∗, 𝑥3
∗) = (2.0, 1.61, 2.0) 

 最適値は r(𝕩∗; −1)= 514.32，σ(𝕩∗; −1)＝0.065 

 このとき，r(𝕩∗; 1) = 515.14， σ(𝕩∗; 1)= 0.078  

(11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 25 戦略因子の送りモードを水準 2に限定した 

個別対応最適化 
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５．本研究のアプローチの一般化 

品質マネジメント（QM：Quality Management）

においては計画（Plan），実施（Do），検討（Check），

処置（Act）の PDCA サイクルが適用される．本

研究のアプローチを戦略的最適設計として一般

化するとき，この PDCA サイクルを用いて以下の

ように行う． 

(1)定式化（Plan）：内側に設計因子，外側に経営

戦略的に重要な特別因子を配置した直積実験

を計画，実行し，得られたデータから統計モデ

ルを構築する．この中には経営戦略的に重要な

因子が変数として含まれており，これを目的関

数とする．さらに制約条件の設定も定式化に加

える． 

(2)求解（Do）：制約条件の下で目的関数を最適化

し，最適解と最適値を明示する．制約条件を変

えることで複数の最適解が得られ，それら全て

が次項の検討の対象となる． 

(3)検討（Check）：明示されたさまざまな最適解

を利害関係者（ステークホルダー）の間で吟味

する．関係者の合意が得られれば採用し，得ら

れない場合は次の協議を行う． 

 

 

 

 

 

図 26 求解の PDCA サイクル 

(4)協議（Act）：経営戦略的な視点から関係者で

合意に向けて協議する．合意が得られない場合

は最適化のアプローチが不十分であるとして

次の定式化のサイクルに進む． 

これら一連の求解の PDCA サイクルでは制約条

件を変えるためのシナリオが重要である． 

5.1 アプローチの手順 

 本稿で示したアプローチは実験計画法を前提

にスタートする．HOPE も実験の計画からスター

トする．このとき実験計画法について多少の知識

があることが望ましい．それは図 7 にも示したよ

うに直積実験などの用語や技法を理解している

ことを前提にしているからである．因子の中で内

側の設計因子の他に外側の質的因子を定義する

場合は直積実験についての知識も必要となる． 

続いて計画の情報を整理し，実験で得られたデ

ータをデータテーブルに入力する．3.4 で示した

ように出力の値を変数変換する必要があればこ

こで変数変換の処置を行う．次に分散分析と変数

選択を行い，モデルを構築した後に最適化を行う．

これら一連の作業は HOPE のメニューを順に選

択することで容易に実行できる． 

最適化では外側因子の対応を変えてさまざま

なシナリオを作成する．外側因子を統一的に扱う

か，個別に扱うか，さまざまな可能性を考慮して

解析の方針を決め最適解を探索する．最適解に個

別対応した場合，外側因子の水準として採用でき

ないものがあれば，それは除外することになる．

この場合，残った外側因子で限定的な対応を行う
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ことになり，この対応を限定対応と呼ぶ．限定対

応では設計仕様を再構築する可能性もある． 

5.2 要点 

因子を考えるとき，内側の設計因子と外側の特

別な因子の違いを認識することが第一の要点で

ある．設計因子はその最適水準を１つ選択するこ

とができるが，外側因子はさまざまな角度で検討

すべきである．本事例で示したように，外側因子

は多特性のトレードオフに関係することが多く，

多特性の最適化に重要な役割を果たす．さらに外

側因子が複数ある場合はその因子間に交互作用

が働くことも考えられる．これらの交互作用も含

めた解析は紙面の都合で割愛するが複雑なシス

テムの最適化には重要なポイントになる． 

 さらに，実験を行う上で前提条件が重要になる．

本事例ではツールから噴出するクーラントが常

にガラススラッジを有効に排出していることを

前提としていた．しかしクーラント噴出量の変動

はスラッジ排出の良否に結びつき，その結果加工

品質に影響を及ぼす．このように前提条件が特性

変動に影響することのないように実験をコント

ロールすることも重要な要点である． 

 リバースエンジニアリングのための機械加工

の戦略的最適化では，測定が重要であり測定精度

や測定誤差を管理把握しておくことが重要であ

る．誤差を解析する場合は，HOPE のメニューの

中から RMSE を出力する機能を有効にすること

でその解析も行うことが可能となる． 

5.3 注意点 

粗さ σで示したように，データが非正規分布の

場合は変数変換が必要となる．HOPE では対数変

換の他に，ロジット変換，指数変換，べき乗変換，

常用対数変換が用意されており，実験計画段階で

データの分布も考慮に入れる必要がある． 

 またデータには外れ値が混入することが多い．

外れ値の存在はデータの分析精度を低下させる

ためその対応も重要である．HOPE には外れ値を

検出する機能があるためデータ解析を開始する

前にチェックを行うことも重要である． 

 

６．おわりに 

特別な外側因子を含む微小穴加工を例にとり，統

計的なデータ解析と HOPEを活用した数理計画法に

よる機械加工の戦略的最適設計のアプローチを紹介

した．データの解析から戦略的な設計を行う点でリバ

ースエンジニアリングへの適用可能性を考察した． 

最適化では，初めに外側因子の水準間の特性範

囲（乖離）を減衰させる制約条件を課すと，しばしば

水準間の特性平均が悪化する．逆にその制約条件

を外して特性平均を最適化すると，乖離が大きくなる．

外側因子を全て平等に扱うと全体のパフォーマンス

は低下しやすい．そこで，制約条件として許容できる

範囲を設定したうえで平均値を最適化すると関係者

が合意しやすい解が求められることが多い．これは多

少の乖離を許容した全体最適解である．理想は乖離

が 0 で平均が最適化される場合だが，現実は乖離が

0では平均の最適化は困難であることが多い． 
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HOPE の目的は，多様なシナリオでさまざまな解を

求め，その中から関係者の合意が得られる解を決定

することである．合意の結果，個別対応の解をさらに

限定対応させ設計仕様を再構築する可能性もある． 

以上，機械加工を例にとり特別な外側因子を導入

し HOPE added in for JMP を活用した戦略的最適設

計を議論し，新しい設計仕様構築に向けてのリバー

スエンジニアリングへの適用可能性を示した． 

参考文献 

[1] Joseph, V. R. and Wu, C. F. J. (2002), Robust 

parameter design of multiple target system, 

Technometrics, 44(4), 338-346.  

[2] 河村敏彦，高橋武則（2013），統計モデルに

よるロバストパラメータ設計，日科技連． 

[3] Leon, R. V., Shoemaker, A. C. and Kacker, R. N.  

(1987), Performance measures independent of 

adjustment: An explanation and extension of 

Taguchi’s signal-to noise ratios, Technometrics, 

29(3), 253-265. 

[4] Li, Z. C., Jiao, Y., Deines, T. W., Pei, Z. J., 

Treadwell, C. (2005), Rotary ultrasonic 

machining of ceramic matrix composites: 

feasibility study and designed experiments, 

International Journal of Machine Tools 

and Manufacture, 45, 1402-1411.  

[5] Miller, A. and Wu, C. F. J. (1996), Parameter 

design for signal-response system: a different 

look at Taguchi’s dynamic parameter design, 

Statistical Science, 11(2), 122-136.  

[6] 宮川雅巳（2000），品質を獲得する技術，日

科技連． 

[7] Myers R.H., Montgomery, D.C., and Anderson 

Cook, C.M. (2009), Response Surface 

Methodology, Process and Product Optimization 

Using Designed Experiments (3rd ed.), Wiley.  

[8] Ogawa, A., and Takahashi, T., (2014), Activities 

to Improve and Promote TQM Systems, Proc. of 

International Conference on Quality’14 Tokyo, 

564-575. 

[9] Ogawa, A., and Takahashi, T., (2015), Design 

for multi characteristics using multi input and 

hierarchical structure model; total optimization 

of glass parts manufacturing process, Proc. of 

the 13th ANQ Congress, Taipei, JP-33, 1-15. 

[10] Ogawa, A., and Takahashi, T., (2016), 

Optimum design for reverse engineering, Proc. 

of the 14th ANQ Congress, Vladivostok, D6 (JP-

05), 1-11.  

[11] 小川昭，高橋武則（2015），研削加工で形

成したガラス穴の統計モデルを用いた最

適化，日本品質管理学会第 45 回年次大会

予稿集，125-128． 

[12] 小川昭，高橋武則（2016），機械加工で形

成したガラス微小穴の統計的構造解析と

加工条件の最適化，日本品質管理学会第 46

回年次大会予稿集，印刷中． 

[13] Phadke, M. S., Kacker, R. N. and Speeney, D. 

V. (1983), Off-line Quality Control in 

integrated Circuit Fabrication Using 

Experimental Design, The bell system 

Technical Journal, 62, 1273-1309.  

[14] 澤近洋史（2002），レプリカ法による微小

穴等の形状測定，材料試験技術，Vol.47，

No.2，103-108． 

[15] Taguchi, G. (1992), Taguchi Method Research 

and Development, ASI press.  

[16] Takahashi, T., (2014), Strategy and Politics of 

Design Based on Hyper Optimization Method 

HOPE, Proc. of International Conference on 

Quality’14 Tokyo, 848-859.  

[17] Thoe, T. B., Aspinwall, D. K. and Wise, M. L. 

H., (1998), Review on ultrasonic machining, 

International Journal of Machine Tools and 

Manufacture, 38(4), 239-255. 

[18] TQM 委員会（1998），TQM21 世紀の総合

「質」経営，日科技連． 

[19] Wu, C. F. J. and Hamada, M. (2009), 

Experiments: Planning, Analysis and 

Optimization (2nd ed.), Wiley.  

 


