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1.ま　え　が　き

筆者らは,切削工具の摩耗進行状態を予測するモデル

を, GMDHl〉 (Group Method of Data Handling)の手

法を用いて作成できることをすでに報告した.2)

GMDHを用いて作成されるモデルは,過去の時点の出

力,特に等間隔時刻に採取された出力を独立変数の一部

に採用する形式のものが通常は多い.しかし上述の摩耗

予測モデルは,そのような形式をとっていない.切削中

の希望の時点での工具摩耗量の測定が実際上不可能だか

らである.モデルの構造と係数は,数種類の切削条件に

おける試し切削によって得られたデータから決定され,

固定されてしまう.そのために,予測時の切削条件によ

っては,大きい予測誤差を生じることも時にはある.

実切削中にも,たとえば切削作業の切れ目に,工具摩

耗量を直接測定する機会はある.工具摩耗の比較的初期

の段階にそのような機会が得られた場合を想定し,この

測定データを利用してモデルの修正を試みた,その結

果,特に大きい予測誤差が減り,予測モデルの実用性を

高めることができたので以下に報告する.3J

2.モデルの修正方式

汎用性のある係数修正法と,工具摩耗予測モデルの予

測特性を考慮に入れた平行移動法の2方法を提案する.

2.1係数修正法　予測モデルの構造は変えずに,倭

数だけを修正しようとするものである.

GMDHでは,各層で基礎関数について重回帰分析を

行う.いま線形回帰モデルを｢般的に

y=cIXl+C2X2+･･･+C,･XJ･+･･･+cmx榊+8　( 1 )

と表す･ここでyは目的変数, X,は説明変数,C,は回帰

係数, Sは残差項であり, xl≡1である.モデル作成用

にn組の入出力データ(y.･. Nil, X,2,-, Xi"-X.m; i-1,

2,･･.,n)が与えられているとき,

yT-(yl,y2,I-,y,, ･･･, yn)

X-(X"･), (i-1, 2,I-,n;i-1,2,

C'-(cl,C2, ･･･,C,, ･-.cm)

I-･m,) (2,

とおく(ただしTは転置を表す)と, (1)式より
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9-.Yc (3)

が得られる. (3)式を満たす係数Cの最小2乗推定量が

co*= (XTx)-1 XTy　　　　　　　　　　( 4 )

となることはよく知られている.

修正用データとしてr組の入出力データ(β点,αhl,αk2,

-,akj,･･･,αRM;A-1,2,-,r)が追加されたとき

SI Sk Sy

′一ヽ----I    {    {

g5-(pl, -,β1, ･･･,Ph, -,Pk, -,P,, ･･･β,)

嘆kT-(ahl,ak2, -,αkJ, -,akm)

SJ        Sk        ST

xAT -(訂~丁二万l, -, amh, ･:･,aTn,)

とおいて, (2)式の9,Xと組み合わせた

y訂-(yT, 9芸)

X£-(Xr, X5.)

なるベクトルUMと行列XMを考える.モデル作成用デ

ータおよび修正用デ-タから, (1)式の形のn+sl+S2

+-+∫′個の方程式を含む連立方程式

gM-XMC　　　　　　　　　　　　　　　( 7 )

を作り, (7)式を満たすCの最小2乗推定量

C嘉- (X㌫XM)~l x訂yM　　　　　　　　( 8 )

をもって,モデルの係数co*((4)式)に対する,修正さ

れた係数とするのがこの係数修正法である.
n         hl

いいかえれば, (4)式のCo*は71-∑ (y,.-∑cjXi,A)2
)=l    j=l

(残差2柔和)を最小にするように決められるのに対し,
T            m

(8 )式のcM*は12-Jl+∑ sk(Pk-∑ C,･akj)2を最小に
h=1　　　　1=1

するように決められる. γ組の修正用データは最新の情

報であり,工具摩耗プロセスの場合は,現在の実切削中

の切削条件について得られたデータである.このことを

考えて,修正用データに荷重sk(A-1,2,･･･,r)を付けて

係数の最小2乗推定量を求めたのが(8)式である.
さて, GMDHによって作成されるモデルは,一般に複

数個の中間変数を含んでいる.新しい組み合わせの修正用

データが得られるたびに,各中間変数について修正された

係数を(8)式から計算しなければならない. (6), (8)
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式から明らかなように,そのためにはn組のモデル作成

用データに関する行列XとベクトルUを記憶しておくこ

とと,修正用データも含めた行列XMについて逆行列

(X㌫xM)一1の計算を行うことが,各中間変数に対L,て必

要である.これは相当の記憶容量と計算量を要する.こ

れを避けるように(8)式の右辺を変形しよう.

p-(X'X)｣ , pM-(XEXM)~1　　　　(9)

とおくと,m次正方行列P,PMの間には(5),(6),(9)

式より

Pふ1 -p-1 +X芸XA

∫

-p-I+∑S点akakT

k-1

の関係がある.また(4),(5),(6),(8),(9),(10)

式より

C慮-PM (XTy +xATgA)

-PM (PJ Ico*+xATxAc｡*- xATxAC｡* +XSgA)

-PM(P加.* +XTA (yA- XAC｡* ) )

r

-co*+pM ∑ skak(Pk -a言C｡*)　　　(12)

k=l

となる.ここで

P言1-phJl.+skakα芸　(k- 1, 2,･･･, r)　(13)

なる漸化式で表されるm次正方行列Pk(ただしP0-1 -

rl)を考えて, (13)式にk-1,2,･･.,Yを順次代入して

辺々加えると
Y

P;1-pー1+∑ skaka妄-rMl　　　　　　(14)
k=1

一方, (13)式の関係があるとき逆行列の補助定理4'より

Pk-Pk-1 IPA-1 ak(ahTpk_1 ak+ 1/sk)ll a言pk_1

(15)

となる. Pk-1はm次正方行列, akはm次元ベクトルで

あるから, (15)式右辺の(a言pk_lab+1/sk)~1はスカラ

ー量である.モデル作成段階で乃組のモデル作成用デー

タから逆行列(X'X)~1(-p-p｡)を求めて,これを記

憶しておけば,後から得られたγ組の修正用データに対

して(15)式で順次にk-1,2,-,Yとすることにより,逆

行列の計算を行うことなしに　P｡-Pl-P2一･･･一P,

(-PM)が得られる.モデルの係数co*は当然記憶され

ているから,得られたPMを(12)式に代入して,修正さ

れた係数cM*が求められる.げっきょく,モデル作成段

階で得られる逆行列Pの記憶と, (15), (12)式の行列の

四則演算だけでcM*が得られる.

なお修正用データが1組で,荷重を付けない場合は,

(12), (15)式でγ-1, ∫1-1とすればよい.この結果は,

文献4), 5)にある結果と一致する.本方法は両文献の

結果を一般的に拡張したものと言える.

2.2　平行移動法　これは,予測モデルの構造も係数

も変えずに,モデルによる推定値に一定の修正項を付け

加えようとするものである.

修正用データの出力値Pkに対応する,無修正モデル

による推定値をgkとする. β点と釦の誤差の加重平均
Y                       T

γ-(∑ sk(あーβk))/∑ sk　　　　　　(16)
k=1              h=1

を求め, 9-γ(9:無修正モデルによる任意時点の推定値)

をもって,修正された推定値とする.これは無修正モデ

ルによる摩耗進行予測曲線が,どれも生データにほぼ平

行になっている点に着目し,修正用データから得られる

rの分だけ,摩耗進行予測曲線を平行移動させようとい

うものである.

3.対象プJjセスとGMDHアルゴリズム

上述の修正方式を実際のプロセスの予測モデルに適

用してみる.対象プロセスとして,正面フライス切削に

おける超硬チップのフランク摩耗進行状態を取りあげる.

切削速度V,エンゲージアングルC,被削材幅Wwお

よび実切削時間tの自然対数logeiを入力変数とし,フラ

ンク摩耗量yβを出力変数とする. V,♂,WWの6通り

の組み合わせのもとで試し切削を行い,それぞれ適当な5

時点における摩耗量VBを測定する.得られた30組のモ

デリング用入出力データから, GMDHの手法を用いて,

工具摩耗進行状態を表すモデルを作成する.

使用するGMDHアルゴリズムの基礎関数は

y -bo +blZJ.+b22, +b32,27 +b43号+b52号

とする.中間表現式に採り入れる変数の選択評価規準に

は情報量規準AICを用いミ)変数の逐次選択には変数増

減法を用いる7得られたモデルは2層構造で,中間変数

を8個含むものであった.詳細は前報2)を参照されたい.

4.修正用デ-夕

切削速度V,エンゲージアングルC,被削材幅Wwを

24通りに組み合わせて切削を行い,それぞれ適当な5時

点で採取した工具摩耗量データが与えられている.これ

らのデータのうち,初期の第1-第3時点のデータが修

正用データとして使用できるものとする.ここでは表1

に示す4通りの修正用データの場合について9それぞれ

表1　修正用データ

データ記号 �6h�ｸ5��y�H<��採取時点 �x�6��

A ���第2 迭���

B ���第3 迭���

C �2�第1 �����第2 �����

第3 �����

D �2�第11 �����第2 �"���

第31 �2���

Hlm))mMfJIl)Hll)m日日日日HH))HlHHHHJMJIIJIIlHlmHIrIMllIIH)H)HIllHHIH)J日11日)HllJII)lIHullJ)HHlHHllH日日llHHl日HHuHIIH)HIHH日日)JlIHIJllH)ll)日HHHHlIllJIJmH))日HJ)日日IJ)JJmHll)mm)JlHIlI)Hn)lHHIHll1
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の修正効果を検討する.

5.修正結果と考察

工具摩耗のごく初期の段階については予測精度を問題

にする必要があまりない.そこで,第2-第5時点のデー

タをyg,この時点における無修正または修正モデルによ

る摩耗量推定値をVgとして,予測精度を次の相対誤差

lel=i(VB-VB)/VB Lx loo (%)

で評価する.

24通りの切削条件についてそれぞれ4時点ずつ,全部

で96点のデータに関する相対誤差1g1の相対度数分布を

0　　0　　　0　　　08642(%)/惑髄安寧

0　　10　　20　　30　　40

相対誤差JeJ (%)

図1-1)無修正

0　　10　　20　　30

相対誤差Iel (%)

図1-2)係数修正法
修正用データA

0　　　0　　　00　　　8　　　61

(%)

O nU42

f感触夏空

~0　　10　　20　　30

相対誤差IeL (%)

図ト6)平行移動法
修正用データA

0　　　08　　　6(%)

0　　　042

＼意地安寧

0　　10　　20　　　30

相対誤差Iel (%)

図ト3)係数修正法
修正用データB

0　　0　　　06　　　4　　　2

f戯噸東署

10　　20　　30

相対誤差1el (%)

図1に示す.表2には,相対誤差が10%または15%を

越える相対度数,相対誤差の平均値および標準偏差を示

す.図1と表2から次のことがらがわかる.

(i)無修正モデルによる予測の場合に比べて,係数修

正法,乎行移動法いずれの場合も, lel> 10または15%

といった,特に大きい誤差の現れる度数が大幅に減少し

ている.

(ii)係数修正法と平行移動法による修正効果の差はあ

まりない.したがって工具摩耗プロセスでは,計算の簡

表2　相対誤差Iel

㌫畏 册J>10%となる 傍薙�RX,h,�.��elの 坊ﾈ,ﾂ�相対度数(タ6) ��ｩ��7��B９6ﾒ�平上㈱ 儷x��¥�>YZ��

!無修正 �19.8 唐�2�5.9 ��｣R纈�

!A 唐�2�rl.0 迭���3.3 

極数 修正法 �.r�2�5.2 6.2 �����4.2 �2繧�

2.0 偵B繧�3.8 

.D 釘���】1.0 偵B�2�3.3 

平行 移動法 r 優�#R綯��"繧�l2.7 ���2縒�B 澱纈�0.0 �"絣�2.9 

C 迭�"�1.0 �2���】3.3 

D!5.2 �1.0 �"縒�3.1 

o 0 0 0 0o　　8　　6　　4　　2
｢.⊥

(%)＼盛観雷皿や

100

80

Be
一一　60

ヽ-ヽ

#40
旦さ

童20

10　　20　　30　　　　0　　10　　20　　30

相対誤差Iel (%)　　　　　相対誤差tel (%)

図1-4)係数修正法
修正用データC

0　　　0　　　06　　　4　　2ヽ意地安寧

図1-5)係数修正法
修正用データD

0　　　042

ヽ意髄雷管

10　　20　　30　　　　0　　10　　20　　30

相対誤差Iet (%)　　　　相対誤差leI (%)

図卜7)遠望雷撃タB　　削~白)諾荒警撃タ｡　図卜9)諾雷撃竺タ,

図1　相対誤差の相対度数分布
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030

(uu)q^

5　　　　　　0　　　　　　52　　　　　　　2　　　　　　　1000JLeaM JLJeLj

(LLAu)GA JPanquPu

(LLu)C^　JeaM宅吋lL

0　　　　4　　　　8　　　12　　　16　　　20

Time i (Pin)

図2-1)修正用データAによる修正

0　　　　　　　53　　　　　　　20　　　　　　0

hU　　　　　　5
ク■　　　　　　1

0　　　　　　0

Vo　　　4　　　8　　12　　16　　　20

Tjme i (nlTl)

図212)修正用デ-タAによる修正

0　　　4　　　8　　12　　16　　　20

Time i (njn)

図2-3)修正用データCによる修正

図2　摩耗進行予測曲線

単な平行移動法を適用するほうが得策と言えよう･

(iii)修正用データA, B, C, Dによる修正効果にも

ほとんど差はない.これは,比較的初期の摩耗段階にお

ける1時点のデータAだけでもってモデルの修正が十分

に可能であることを意味しており,切削プロセスではき

わめて好ましいことである.切削時に複数組の修正用デー

タを採取することが必ずしも可能とは限らないからであ

表3　図2の入力条件

る.

図2には,無修正モデルによる摩耗進行予測曲線(破

級)と,各修正方式によって修正されたときの摩耗進行

予測曲線(1点鎖線と実線)香,工具摩耗量の生データ

(プロット)とともに示す.図2-1は表3の入力条件1-

3の場合の結果である,これはもともと,無修正のまま

でも予測精度が十分に高い場合であり,修正を行っても

帯皮にほとんど変化が見られない,図2-2と図2-3は

表3の入力条件4-6の場合であり,無修正のままでは

予測精度が特に低いものが選ばれている.修正用データ

A(図2-2)またはC(図2-3)を用いて修正すること

により,摩耗量推定値が生データに十分に接近する様子

がよくわかる.

6.む　す　び

GMDHによって作成されたモデルの予測精度を改善す

るためのモデル修正方式として,係数修正法と平行移動

法を提案し,どちらの方式も十分な修正能力をもつこと

を示した.特に工具摩耗プロセスでは,摩耗進行の比較

的初期の段階に得られた1組の修正用データに平行移動

法を適用するだけで,十分に実用性のある予測値が得ら

れる.

おわりに,工具摩耗データを提供して下さった三菱金

属(秩)東京工場の根岸秀夫氏に深く感謝いたします.

(1980年10月20日受理)
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