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統計解析による加工メカニズムの解明と多特性の最適化 

Elucidation of the machining mechanism and optimization of multiple 

characteristics using statistical analysis 

小川 昭*     高橋 武則**         

Akira OGAWA  Takenori TAKAHASHI 

【要約】 

本研究は機械加工によって形成された穴構造を例にとり，加工軸に沿った稜線形状と加工軸に直交した断

面形状がもつ複数の形状特性を，加工メカニズムを解明したうえで多特性最適化することである．ポイントは

次の 3点である．第 1は，穴構造の評価関数を形態（トポロジー）と統計解析手法を考慮して定義したことであ

る．例えば，稜線の近似方法や，断面の外周を円形とみなすのか楕円とみなすのかにより，その後の分析手

法が線形回帰となるか非線形回帰となるかの違いがある．第 2 は，統計的に加工メカニズムを解明するため，

適切な実験を計画したことである．前述の評価関数の構築には分散分析(ANOVA)とパラメータ（変数）の選

択が重要となる．第 3 は，複数の評価関数の中から目的関数と制約関数を定め，数理計画法で最適化したこ

とである．そのためには強力で自由度の高いソフトウエアが必要である．本講演では，これら一連のアプロー

チを JMPおよび JMPにアドインされた HOPE（Hyper structure Optimization for Prospective Engineering）で実

施した事例を紹介する． 

キーワード：実験計画法, 分散分析, 非線形回帰, 数理計画法, トポロジー 

【Abstract】 

In this study, we researched the machining mechanism and multiple optimization of 

machined holes which have a ridge line shape on the surface alongside the machining 

axis, and a cross-sectional shape which crosses orthogonally with the machining axis. 

There are 3 key points to our study. (1) We defined the evaluate functions of hole 

structure by considering its topology and the statistical analysis method. For example, 

the analytical method, linear regression or non-linear regression, which depended on 

the approximation of the ridge line and the shape, where we had to select from either a 

circle or oval for cross-sectional periphery.  

(2) We designed experiments carefully to clarify the mechanism of machining. Analysis 

of variance (ANOVA) and variable selection were important for developing the evaluate 

functions. (3) We optimized the objective functions, within some constraints, using 

mathematical programing. We needed a powerful and adaptable software for this 

approach. In this presentation, we will introduce this case study of clarification of the 

machining mechanism and optimization of multiple characteristics using statistical 

software JMP and HOPE （Hyper structure Optimization for Prospective Engineering） with JMP 

added. 
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１．はじめに 

製造工程では，その上流にある企画，設計に起因

する問題や課題を含んだうえで，製品の品質，コスト，

生産性を同時に満たすことが要求される．機械加工

の工程では加工形状は設計で規定されるが，全ての

形状が規定されるのではなく，過去の実績や工程能

力，限度見本との比較で規定される場合もある．例え

ば微小ガラス穴内部の形状や性状は測定用の接触

探針が侵入できないため，定量的基準はなく，限度

見本を使用した定性的な観察比較で評価されること

がある．このような場合，十分な工程能力がなければ

不良品が量産され，メカニズムが解明されていなけれ

ば不良原因の解明も困難である． 

本研究では，微小穴内部を評価するための新たな

測定方法を開発した．これは穴内部の内側形状をレ

プリカにより外側形状に転写し，これをレーザー式非

接触外周測定機で測定し，得られたデータを統計処

理して微小穴の形状を評価した．統計処理する段階

で，いくつかの加工メカニズムを想定し，その結果と

して得られる穴構造の形態（トポロジー）を考慮して評

価を行い，加工メカニズムを解明した． 

新たな測定方法の開発によって従来は得られなか

った新しい加工情報が得られ，メカニズムが解明され

て，企画や設計に積極的にフィードバックする取組

みは，統計的品質管理（Statistical Quality Control, 

SQC）の改善アプローチをさらに進め，製造から積極

的に設計のインサイトを得ようとするものである． 

 

我々はこの取組を「前向き」なリバースエンジニアリ

ングであると考え，現在も研究を勧めている．本稿で

は次の 3 点に焦点をあてた機械加工で形成したガラ

ス穴の多特性の最適化アプローチを紹介する． 

(1) 穴構造の評価関数を形態（トポロジー）と統計

解析手法を考慮して定義した．例えば，稜線の近似

方法や，断面の外周を円形とみなすのか楕円とみな

すのかにより，その後の分析手法が線形回帰となる

か非線形回帰となるかの違いがある． 

(2) 加工メカニズムを統計的に解明するため，適

切な実験を計画した．前述の評価関数に加工要因を

設計変数として取入れ，統計モデルを構築した．そこ

では分散分析(ANOVA)とパラメータ（変数）の選択が

重要となる． 

(3) 複数の評価関数の中から目的関数と制約関

数を定め，数理計画法で最適化した． 

統計解析および数理計画法で使用するソフトウエ

アは，強力で自由度の高い JMP と，超構造最適化を

実現するために JMP にアドインされた HOPE(Hyper 

structure Optimization for Prospective Engineering）を

使用した． 
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２．材料と方法 

2.1 ガラスと超音波研削穴加工 

本研究に使用する材料は石英ガラスで，硬くて脆

いことから高脆性材料と呼ばれている．セラミックも同

様の性質がある．高脆性材料は切削加工が難しく，

ガラスより硬いダイヤモンド砥粒を使用した研削加工

が重要な役割を果たす．穴加工の場合はダイヤモン

ド砥粒を表面に装着した研削加工ツール（ドリル）を

使用した回転加工を使用する．本研究では加工の品

質や効率を高めるために超音波振動を援用した超

音波回転加工（Rotary Ultrasonic Machining; RUM）

を採用した．RUM によるガラス穴加工の様子を図 1

に示し，使用した研削加工ツールを図 2に示す． 

本研究で評価する穴の特性は断面および稜線の

形状である．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．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

り粗さも悪化する．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．さまざまな条件

で加工した穴形状の様子を図 3に示す． 

2.2 ガラス穴形状の評価特性と加工因子 

ガラス穴の内部（内側）形状はレプリカに転写し外

側形状として測定した．レプリカの測定座標系を図 4

に示す．評価する形状は稜線形状と外周形状である． 

 

 

 

 

 

 

 

図 1  RUMによるガラス穴加工 

 

 

 

 

 

図 2 加工ツールの外観 

 

 

 

 

 

図 3 ガラス穴形状の概要 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 レプリカの測定座標系 
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 次に，評価する加工因子は設計因子と加工モー

ドである．設計因子は，ツールの送り速度𝑥1，回転速

度𝑥2，ツールに印加する超音波の振動エネルギー𝑥3

である．これらは量的因子で 2因子交互作用がある．

概要を図 5に示す． 

 加工モード（M）は質的因子で，ツールを一方向に

送る One-way モードと，ツールを上下に動かす Step

モードがある．ガラスの切削クズ（スラッジ）を穴内部

から外部へ排出するとき，前者は排出速度が小さく

生産性が低いが加工品質はよい．後者はその逆であ

る．このスラッジの排出は設計因子と交互作用をもつ．

概要を図 6 に示す．加工モードは経営戦略を考える

うえで重要であり，本研究では戦略因子と定義する．  

2.3 実験計画 

 実験Noが iの条件で形成した穴について，入口か

ら定められた距離にある 3点𝑧𝑗(j=1,2,3)での加工軸か

ら稜線までの距離𝑌𝑖𝑗を評価する．この 3 点の 1 次回

帰式を式 (1)で定義する． 𝛽𝑖0（中心化切片），𝛽𝑖1

（傾き）が稜線の評価特性となる． 

 𝑌𝑖𝑗 − 𝛽𝑖0 = 𝛽𝑖1(𝑧𝑗 − 𝑧2)                (1) 

 量的な設計因子𝕩=(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)は主効果と交互作用

を独立に評価できるL8(2^3)のResolutionⅤを内側に

配置し，質的な加工モードは 2 水準の撹乱/誤差因

子と考えて外側に配置する直積実験を計画した． 

以上の内容はHOPEの実験計画メニューで入力し

設定することができる．入力が完了した様子を図 7 に，

作成した実験計画テーブルを図 8に示す． 

 

 

 

 

 

 

図 5 加工因子と穴の評価形状 

 

 

 

 

 

図 6 ツール送りモード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回転速度( ) 

送り速度( ) 

超音波出力( )
稜線形状

外周形状

ガラス穴形状

図 7 HOPEの実験計画 

Step modeOne way mode

Tool



Discovery Summit Japan 2017 

5 

 

３．結果と解析 

3.1 外周の測定データと解析 

設計因子𝕩=(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)=(-1,-1,-1)，加工モード M=

水準 1の条件𝕚 = (𝕩, M)で加工した穴形状のレプリカ

を，𝑧1, 𝑧2, 𝑧3の 3 点において非接触外周測定機で測

定した測定点𝑃𝕚𝑗𝑘の座標(𝑥𝕚𝑗𝑘, 𝑦𝕚𝑗𝑘)のデータを図 9に

示す． データ数 kはおよそ 3000~3300である． 

𝑧2における(x,y)データの散布図(Excel)と，最小二

乗円（真円）を前提とした外周粗さの拡大図（非接触

外周測定機）を図 10 に示す．外周は歪んでおり，さ

らに多数の凹凸がある． 

本研究では 

(a)真円と仮定し中心を(𝑥0,𝑦0)，半径を r 

(b)楕円と仮定し中心を(𝑥1,𝑦1)，長/短軸を 2a，2b 

とする 2 とおりの解析を行う． 

3.2(a) 真円を想定した解析 

真円を想定した場合の未知パラメータは𝑥0𝕚,𝑦0𝕚,𝑟𝕚

の 3つである．このパラメータは最小二乗法の定義に

したがって式(2)の最適解として求まる． 

測定データに偏りがなく均等に分布していれば，

(𝑥0𝕚,𝑦0𝕚)は xと yの平均値(�̅�, 𝑦)として求まるが，そうで

なければ最適化の式(2)を数値計算で解くことになる．

この式はパラメータに関して非線形であるため非線

形回帰分析の手法を用いる． 

 

 

 

 

 

 

図 8 実験計画テーブル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 測定した外周座標データの一例 

 

 

 

 

図 10 外周データの散布図（左）と拡大図（右）   
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3.2(b) 楕円を想定した解析 

  楕円を想定した解析の様子を図 11 に示す．楕

円はその長軸が x 軸から角度 φ 傾いていると仮定

し，角度 φ 逆回転させて x 軸と並行にしたものを併

記している．回転前後の楕円の焦点をそれぞれ𝐹1，

𝐹2および𝐹1
∗，𝐹2

∗とする．長/短軸長をそれぞれ2a，2b

とするとの座標はそれぞれ式(2)，式(3)となる． 

𝐹1 = (𝑥1 − √𝑎2 − 𝑏2𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑦1 − √𝑎2 − 𝑏2𝑠𝑖𝑛𝜑) 

(3) 

𝐹2 = (𝑥1 + √𝑎2 − 𝑏2𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑦1 + √𝑎2 − 𝑏2𝑠𝑖𝑛𝜑) 

(4) 

楕円を想定した場合の未知のパラメータは𝑥1𝕚,𝑦1𝕚, 

𝑎𝕚,𝑏𝕚,𝜑𝕚の 5つである．これら 5つのパラメータは，測

定点𝑃𝕚𝑗𝑘と楕円の２つの焦点𝐹1，𝐹2までの距離和が

長軸の長さ 2a と等しいことから，最適化の式(4)を数

値計算で解くことで得られる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 楕円を想定した解析 

 

 

真円および楕円を想定した解析で各パラメータを

求めるための JMPテーブルを図 12に示す．最初の

2列は x,y座標，第 3列の Byは，𝑧1, 𝑧2, 𝑧3に対応す

る．第 4列”式(R-r)”，第 10列”式(L-2a)/2”はそれぞ

れ真円，楕円のパラメータに関する式(2)，式(4)が含

まれている．列の詳細を図 13，図 14に示す． 

 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 ∑{(√(𝑥𝑖𝑗𝑘 − (𝑥𝑖𝑗∗ − √𝑎2 − 𝑏2𝑐𝑜𝑠𝜑))
2

+ (𝑦𝑖𝑗𝑘 − (𝑦𝑖𝑗∗ − √𝑎2 − 𝑏2𝑠𝑖𝑛𝜑))
2

𝑁𝑖𝑗

𝑘=1

+ √(𝑥𝑖𝑗𝑘 − (𝑥𝑖𝑗∗ + √𝑎2 − 𝑏2𝑐𝑜𝑠𝜑))
2

+ (𝑦𝑖𝑗𝑘 − (𝑦𝑖𝑗∗ + √𝑎2 − 𝑏2𝑠𝑖𝑛𝜑))
2

− 2𝑎)/2}2 

(5) 

 

 

 

 

 

 

図 12 真円および楕円解析用の JMPテーブル 
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図 16 非線形回帰により求めた楕円パラメータ 

図 14 第 10列の式の内容（楕円解析） 図 13 第 4列の式の内容（真円解析） 

図 15 非線形回帰により求めた真円パラメータ 
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3.3 JMPによる非線型回帰 

JMPの非線型回帰を使って，By=2，すなわち中心

位置𝑧2 = 2400における真円および楕円のパラメー

タを求めたものを図 15，図 16に示す． 

中心点の座標を比較すると，小数点以下 5 桁まで

は差がない．また真円の半径 r=0.51897(mm)に対し

て 楕 円 の 半 長 軸 a=0.519206(mm) ， 半 短 軸

b=0.518737(mm)である．b<r<a であることから，円は

楕円の内部にある．半長軸と半短軸の差 d について

は，d=a－b=0.000469(mm)=0.469(μm)である．測定

機の測定精度は 0.1(μm)であり測定誤差ではない． 

長軸が x軸となす角度 φ=－0.89(rad)=－51°であ

る．角度 φ は絶対的なものではなく，𝑧1を基準に𝑧2

および𝑧3との角度を解析することが重要である．本項

では角度 φは解析しない． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残差の標準偏差であるRMSEは外周の周りの粗さ

を表す指標の 1 つでもある．真円解析では

RMSE=2.957E-4，楕円解析では RMSE=2.449E-4で

あり，楕円解析のほうが粗さは小さい． 

より詳細に解析するために，残差データを解析す

る．これは図 12の JMPテーブルの第 9列と第 17列

に値が示されており，JMP の分析メニューにある時系

列分析を使用した．真円と楕円の結果をそれぞれ図

17，図 18 に示す．真円の場合は最大値と最小値の

幅（Range）が大きくうねりもある，楕円の場合はRange

が小さく，全体としてフラットである．このことから，外

周形状は真円より楕円を前提に解析することが適切

である．これより，図 8 の実験計画テーブルの

(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)=(-1,-1,-1)，M=水準 1 の 𝑧2 = 2400のセ

ルに a の値である 0.519206 が入る．他のセルも同様

である． 

 

 

 

saidaiti  

 

．S 

 

 

 

 

 

 

図 17 真円解析における残差の時系列プロット 

図 18 楕円解析における残差の時系列プロット 
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3.4 断面（長軸）と稜線形状の傾きの分析結果 

z =1200μm, 2400μm, 3600μmの 3点の aの値を式

(1)の𝑌𝑖𝑗に代入して，中心化切片𝛽i0と傾き𝛽𝑖1を最小

二乗法で求め，その値を設計因子𝕩と加工モード M

の直積実験データとして分散分析し，変数選択した

結果を模式的に示したものが図 19である．変数選択

の基準は p値<0.1 とした． 

 また，分散分析結果を数値で表示したものが表 1，

表 2である．ここには要因効果の寄与率も数値と棒グ

ラフで表示されている．中心化切片𝛽0は実験

No1~No4でモードの水準 1が大きく，No5~No8でモ

ードの水準 2 が大きい．これは𝑥1と M との 2 因子交

互作用の影響である．𝑥1，𝑥2，M の 3 因子交互作用

も有意であり，寄与率 12.5%である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 19 稜線形状における中心化切片（𝛽0）と傾き（𝛽1）の分散分析結果 

 

表 1 中心化切片（𝛽0）の分散分析結果 

  

 

 

 

AA 

 

表 2 傾き（𝛽1）の分散分析結 

 

 

 



Discovery Summit Japan 2017 

10 

 

分散分析の結果，中心化切片𝛽0は 4 つの主効果，

3 つの 2因子交互作用，1 つの 3 因子交互作用によ

り推定式(6)で表すことができる． 同様に傾き𝛽1は 2

つの主効果と 1つの 2因子交互作用により推定式(7) 

 

で表すことができる．これらの式は多特性の最適化時

に目的関数または制約関数となる． 

 

 

 

𝛽0 = 515.1426 + 0.5211𝑥1 + 1.0691𝑥2 − 0.6613𝑥3 + 1.4707𝑥1𝑥2

+ (−0.2683 − 1.8512𝑥1 − 1.1090𝑥2 − 1.1436𝑥1𝑥2)𝑀 

 (6) 

𝛽1 = −0.0024 + 0.0005𝑥1 + (−0.0002 + 0.0002𝑥1)𝑀  (7) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 20 稜線形状の回帰プロット 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 21 長軸(a)と短軸(b)の差(d)の分散分析結果     図 22 外周形状の粗さ(𝑅𝑃)の分散分析結果 

a 

a 
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3.5 軸差(d)と外周形状粗さ(𝑹𝑷)の分析結果 

図 21が軸差(d)，図 22 が外周形状の粗さ（𝑅𝑝）

の分散分析の結果である．軸差(d)は加工モードの

水準に影響を受けない，すなわち，加工モードを

変えても楕円（断面の歪み）の程度は変わらない． 

外周形状粗さ(𝑅𝑃)は送り速度(𝑥1)，回転速度(𝑥2)，

モード(M)の 3 因子交互作用が有意である．これ

は中心化切片𝛽0も同様であり，研削加工メカニズ

ムに重要な影響を与えていることが判明した． 

軸差(d)および外周形状粗さ（𝑅𝑝）の推定式は紙

面の都合で割愛する． 

3.6 最適化 

最適化の 1例としてモードによらずテーパー角

度の小さい加工条件を探索する．テーパー角度

（傾き）はマイナスの値をとることから，「傾き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の最大化」が目的となり，そのための設計因子の

条件を探索する． 

制約条件として，中心化切片の範囲（モードに

よる違い）を 0.38μm 以下とし，かつ中心化切片

の値が 515μm以下となること，さらに楕円の軸差

が 0.2μm以下，外周形状の粗さの範囲と平均がそ

れぞれ 0.000008μm および 0.00025μm 以下となる

設計因子を探索する． 

HOPEによる最適化の結果を図 23に示す．最適

解は𝑥1 = 0.93，𝑥2 = −0.83，𝑥3 = 1であった．こ

のとき最適値は，平均の傾き𝛽1=－0.00190となっ

た．図 23のグラフを図 20のグラフと比較するこ

とで最適化の概要を把握できる． 

最適化の目的を変えれば別の最適解が得られ

る．これは図 23 の HOPE の条件設定の値を変え

て最適化を実行すればよい． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 23 テーパー角度を小さくすることを目的とした最適化 
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４．考察 

4.1 ガラスと研削加工 

最適化の応用分野の１つとして工学における

構造最適化がある．これは寸法最適化，形状最適

化，形態（トポロジー）最適化に分類される．本

研究でとり上げた回転加工では加工形状は円を

前提とすることが一般的であり，円の半径や真円

度が評価特性となる．しかし加工メカニズムの解

明を目的とする時，加工形状に円を仮定すること

は，加工軸の中心が１つに固定され，加工軸が揺

れ（振れ）ていないことを前提にしている．この

とき，円を前提とする解析からは加工軸の振幅を

評価することはできない．構造最適化に当てはめ

た場合，円を前提とした最適化は形状最適化，円

を前提としない最適化は形態を新たに定義して

解析する点でトポロジー最適化に当てはまる．た

だし本研究の目的は，最適な構造自体を設計する

ことではなく，最適な構造を目標（本研究では平

滑な真円）としたうえで加工条件を最適化するこ

とであり，構造最適化とは目的が異なる． 

円以外の形状を新たに定義するとき，本研究で

は楕円を定義した．これは，楕円の 2つの焦点が

一致したものが円であり円は楕円に含まれるた

め，円を前提とした解析との類似性を考慮したた

めである．ここで，円の中心は線形最小二乗法を

用いて比較的容易に求めることが可能であるが，

楕円の 2つの焦点を求めるためには非線形最小二

乗法が必要である．そのような理由で従来は円を

前提とした解析が中心となっていた．現在では

JMP に代表される多くのソフトウエアが非線形

回帰問題を解くプログラムを提供しているため，

解析手法が評価特性を決定するときの制約にな

ることはない．特に JMP はデータ構造がそろっ

た複数の非線形回帰問題を一連の操作で解析す

ることが可能であり，豊富な解析メニューも含め

て実用性が高い． 

加工メカニズムを解明するためには主効果だ

けでなく複雜な交互作用を解析する必要がある．

交互作用の解析は主に 2因子までの交互作用が解

析され 3因子以上が解析されることは少ない．し

かし，一例として本研究の稜線形状の中心化切片

において，送り速度(𝑥1)，回転速度(𝑥2)，モード(M)

の 3因子交互作用が寄与率 12.5%であることから

3 因子交互作用も無視できない．また外周形状の

粗さ(𝑅𝑃)についても，同じく𝑥1×𝑥2×Mの 3因子

交互作用が危険率 1%（寄与率 11.8%）で有意であ

る．このように工業の分野では 3因子以上の交互

作用が有意となる特性が多い． 

交互作用としてどの要因を評価するかは実験

の計画段階で決めておかなければならない．しか

し評価するものと評価しないものを識別するこ

とは容易ではない．そこで多少の労力を要するが，

交互作用をもれなく評価する方法として直積実

験がある．内側（縦の列）に配置した要因と外側

（横の列）に配置した要因はすべての交互作用が

評価される．本研究では内側に L8 直交表計画を
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配置し，そこから 2因子交互作用が評価され，外

側に配置したモードとの間で 3因子交互作用が評

価できるよう計画した． 

統計解析および数理計画法に基づいた最適化

を実行するためにはコンピュータソフトが必須

である．本研究では JMP とそこにアドインされ

ている HOPE を使用し有効な解析を実施した．． 

4.2 今後の展開 

本研究では高脆性材料であるガラスに RUMで

形成した微小穴を取りあげ，トポロジーの視点も

加えて稜線形状と外周形状に関係する 4つの形状 

 

特性を最適解した．今後は加工軸の軌跡について

の形状特性も含めた 3次元加工の最適化を研究し

てゆく． 

５．おわりに 

穴構造を稜線形状と断面外周形状に分け適切な

評価関数を定義したうえで，実験計画法から得られ

たデータを基に加工要因を変数とした統計モデルを

構築し，それらの中から目的関数と制約関数を定め

て数理計画法で最適化するアプローチを紹介した．

その中で JMP および HOPE added in for JMP を活

用し，その有効性を確認した． 
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