生

32巻11号(1980. ll)

産

研

""lH"lHHIIlllHlllIHH州…lHIHllHJHI日日ll…日日川日日日日=Hl…l川=HHllllllM…‖…llJIJllHHHIJllllJ川JIlHILtIII川Ill日日HIHmll=lHIHl""="llr研

特

集

12

UDC

究

555

究

速

報

621 9.021 ' 539.375

6

GMDHによる切削工具摩耗の予測
PredlCt10r1 0f Cutting Tool Wear by Group Method oi Data Handling (GMDH)
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切削工具の寿命を予測するには, Taylorの工具寿命方

を組み合わせた基礎関数についての回帰分析を,与えら

れた選択規準に従って多層的に積み重ねながら,自己選

程式VTn‑CあるいはVTnfadP‑C (V =切削速度, T

択的にモデルを構築していくことにある.これは,多く

:工具寿命, f=送り,d :切込み, n, C, α,β=定

の入力変数をすべて同時に用いて回帰分析を行う場合の

数)が一般に使用されている.この方程式の定数は,被

問題点,たとえば最適な開放形または次数を決定しにく

削材の材質,使用工具,その他の切削条件によって異な

いこと,一度に決定すべき回帰係数が非常に多くなって,

るばかりではなく,個々の使用機械によっても異なる.

多量の入出力データと膨大な計算時間を要すること,杏

また寿命判定基準が,たとえばフランク摩耗0.4mmと

避けようというものである.

固定されていて,別の基準を採用する場合は定数も別の
値になる･さらに入力変数VあるいはV,I, dは,寿命

本研究で使用したGMDHアルゴリズムを,その流れ
図(図1)に沿って説明する.

Tとの物理的凶果関係に基づいて選択されたものではな

①M個の入力変数zmと1個の出力変数yとから成るn

く,経験的に選択されたものであるから,必ずしも最適

組のモデリング用データ(y,zl,22, ･･‑･,ZM)q,(q‑1, 2,‑

なものとは言えない.

‑n)を用意する.

工作機械に適応制御を導入して,切削の経済性または

生産性を評価関数に選ぶ場合は,任意の寿命判定基準に
対する工具寿命を,個々の工作機械について,より最適

㊥ll番目およびj番目の入力変数3,,a,を組み合わせ

た基礎関数として
y‑b｡+blZ,+b2Z,+b｡2,a,+b4.Z誉+b53,a+E ( 1 )

な入力変数の組合せから予測できることが好ましい.言
いかえれば,適応制御導入の現場で,数少ない試し切削

データから工具摩耗進行状況の予測モデルを作成できる
ことが望ましい.

入出力間の因果関係が複雑でよくわからないプロセス
のモデルを少ない入出力データから作成する統計的手法
として, Ivakhnenkoの提案するGMDH (Group Method

of Data Handling)lIが最近注目されている･わが国でも,

池田らによる紹介21以来,河川の流星予測,河川または

大気の汚染予測などにGMDHが適用されて効果をあげ
ている.筆者らは,切削工具の摩耗進行状況予測モデル
をGMDHの手法を用いて作成し,上述の希望にかなう
モデル作成が可能であることを確認した3)ので以下に報
告する.
2. G池DElのアルゴリズム

(り

構成

GMDHのアルゴリズムは,その構成に

融通性があり,個々の対象プロセスに適合するようにあ

る程度変形できる･その基本的特徴は,少数の入力変数
*東京大学生産技術研究所
**東京大学名誉教授

第2部
図1

GMDHアルゴリズムの流れ図
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次層への移行打切り規準は, (a)指定した最大層数に

㊥与えられた評価規準(後述)に従って(1)式の回帰

達したとき, (b)今回の最小の∫2億(方法1)または最

係数b｡‑b5をn組のデ‑タから求め,得られた重回帰式

小のAIC値(方法2)が前層のそれより増加するか,あ

を中間表現式あるいは中間変数Z'hとする.

るいは減少しても,前々層に対する前層の減少̲Faの10%

EP

④l', jのすべての組み合わせ(ただしlキj)につい
て④, ③の操作を行うことにより, 〟′‑〟(〟‑∫)/2

個の中間表現式あるいは中間変数を得る･

以下の減少畠しか得られないとき,さらに方法2では,
(C)採用変数の個数が減少して,層の出力がすべて1変
数の1次式

⑤与えられた中間変数自己選択規準(後述)に従って
〟′′(≦〟′)個の中間変数を新たな入力変数と考えて
(zh‑2m, M'L,M),次層で⑧〜④の操作を繰り返す.

⑥次層への移行打切り規準(後述)を満たすまで㊥〜

y‑b｡+b.a,または

y‑bo+b22)の形だ

けになったときに移行を打ち切るものとする.
3.対象プロセスと切削条件
対象プロセスとして,正面フ/ライス加工における超硬

チップのフランク摩耗進行状態を取りあげる,

㊥の操作を繰り返して層を積み重ねる･移行が打ち9]ら

固定切削条件は,被削材: AISI 1053 (硬度RB毒=95),

れた段階での中間変数を完全記述式(モデル)の出力項

カッタ:直径160mm正面フライス,チップ:超硬スロ

とする.前層までに計算されたく1)式の形の中間表現式

ーアウェイチップSTi

を次々に代入すれば,高次多項式の形のモデルが得られ

(一定),送り: 0.25mm/tooth(一定)とする.

25(P20相当),切込み: 1.5mm

フランク摩耗に影響を与え,しかも定員化できる変数

る.

(2)評価規準

このアルゴリズムに外から与える規

として,切削速度V,エンゲージアングル0,被削材幅

準として種々のものを考えることができるが,ここでは

Wwを4‑5段階選択し,これらを変動切削条件とする.

@の回帰分析時の評価規準の与え方によって次の2通り

変動切削条件を適宜に24通りに組み合わせて同一機械で

の方法に分ける.

切削したときのフランク摩耗進行データが与えられてい
る.これらの生データの分布領域を5段階の切削速度vl

方法1 =残差の平方和(氏ss)の平均値

〜V5によって分けたものを図2に示す･後の便宜のため
S2‑⊥岩(yqlaq)2
n q=l

(2)

を最小にする.ただしyq,yqはそれぞれ第q組目のモデ

に,与えられた摩耗データをCとWwの組合わせによっ
てグループ分けしておく(表1)･

リング用データの出力観測値と,このときの(i)式によ
(utut)gA･(8aA Vdti

る回帰推定値を表す.これは通常の即宙分析で最も広く

0000

用いられている最小2乗法に従うものである.

3 2 2 105 05

方法2 ‥情報員規準A王C4Jを最小にするように説明変
数を取捨選択する.5)いま(1)式を次の形
y‑bo+b.3:1+b23:2+b3X3+bJX4+b5X5十E (3)

に書き換えておく.定義によれば
V●▲vo

AIC‑(‑2) log｡ (最大尤度)+2(パラメータ数)
‑n

logcSi+2(A+1)+C

4

(4)

ここで, kは(3)式右辺で実際に採用される説明変数の
個数, Cはkに無関係な定数, S急はk個の説明変数を採
用したときの残差2乗平均の最小値である. S2hの値はk
が大きいほど小さくなる.すなわち3;.〜E5のすべての説

8

図2

表1

切削条件による工具摩耗データのグループ分け

グルー

x985

プ香号

ｸ<

ｸ5x4

92

ｶVr

2

鉄

57.2

3

田

76.2

50.8

4

57.2

5
6

秒

101,6

萎ﾙ
ﾒ

ﾉ7

ﾖﾆ竰

ｵc%c5cB

苗%c5b蔟cR
苗%bﾅb蘆ﾈ.r

秒ﾂ･c$

76.2
鉄

被削材幅

Ww(血) 秒

しかLkを大きくしてもS是の値に大差がないときは説

中間変数自己選択規準は,残差2乗平均の最′J､偉ぶ2

20

工具摩耗データの分布領域(切削速度による分類)

1

変数の取捨選択には変数増減法6Jを用いる.

16

Time i (min)

明変数を採用したときにS2kほ最小になる(方法1に相当).

明変数の少ない方が予測モデルとしてはすぐれていると
いう考え方が(4)式右辺第2項にこめられている.説明

12

c5cB｢

蒜ﾂ･c%c3
蒜ﾄ

e2｢

･c%c5cB｢

EP

(方法1)またはAICの最小値AIC(方法2)を小さく

V1‑222, V2‑181, V3‑151 V4‑123, V5‑loo

する組合わせから順に〟′′個の中間変数を採用するも

｡印:モデリング用データ

ケース1

のとする.

*印:モデリング用データ

ケース2
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4.入出力変数とモデリング用データ
フランク摩耗量VB(mm),正味切削時間t (min),切削
速度V(m/min),エンゲ‑ジアングルe(°eg),被削材
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1出力vlによる計算値を採用しても,数個の出力V.,u2
･‑‑による計算値の平均値を採用してもct･い･

(2)摩耗進行状況の予測

得られたモデルに適当な

幅Ww (mm)について,数値のオ‑ダを揃えるための単

切削条件と時刻を代入すれば,そのときの工具摩耗塁の

位換算や,あてはまりの良さを向上させるための変数変

予測値が計算される.出力予測値は,最終層の第1‑4

換を行って,次のような入出力変数を定めた･出力y‑

番の最大4個の出力の辞術平均値を用いた･

23‑(Zr/180)0,2｡‑

与えられた摩養毛データに見られる種々の組合わせの切

wn(実切削幅)‑(D/2)te+sin '(2Ww /D‑sine)I

削条件の場合について,モデルを用いて計算した予測値

VB,入力Z1‑logt,

32‑V/1000,

･(7[/180), (ただしDlまカッタ直径(mm)).

と生データを比較することによってモデルの予測能力を

モデリング用データは,与えられた摩耗データの中か

調べた.まず全体について言えば,方法1,ケース2で

ら次の2ケースの条件のものを採用して,それぞれのケ
ースに対するモデルを作る,

得られたモデルは,グループ4‑6の切削条件に対して
は予測能力があるが,グループ1‑3の条件に対しては

ケース1 :表1で切削速度にo印をつけたもの

生データから非常にかけ離れた予測値を出す.これは,

ケース2 :表1で切削速度に*印をつけたもの

ケース2のモデリング用データがグループ4‑6だけか

グループ6,切削速度Vlのデータは両ケースで使用され

らかたよって選択されていて,グループ1‑3の条件が

る.ケース1はまんべんなく各グループから1条件ずつ

外挿条件になることに起凶していると思われる.これは

選択しているのに対し,ケース2はグループ4‑6だけ

回帰分析の一般的性質であり,予測条件が内挿条件にな

から選んだ,かたよったデータになっている.各ケース

るようにモデリング用データを十分に広くとる必要があ

とも6通りの切削条件の組合わせに対する試し切削を実

るとされている.逆に,方法2によるモデルはこのよう

施していることに相当する.一つの切削条件に対しては,

な外挿条件に対しても十分な予測能力をもっていると言

適当な5時点における摩耗データを利用する･したがっ

える.

て各ケースともn‑30組のモデリング用データを含むこ

示す.図中のプロットはそれぞれの条件に対する生デー

5,計算結果と考察

(り

いくつかの切削条件について,モデルによって計算し

た摩耗進行予測曲線をプロッタに描かせたものを図3に

とにfj:る.

モデルの構造

最大層数を6,中間変数を自己

タである.方法1(図3‑a)に比べて方法2(図3‑b,

選択するときの最大個数M′盲第2層入口で6,第3層以

C)の方が,定常摩耗領域の全域にわたって生データを

降は15に制限してモデルを作成した･完全記述式(モデ

よく近似する予測曲線が得られている.

ル)が得られるまでの通過層数と最終層出力個数は方法

グループ1 ‑6の24通りの切削条件のそれぞれについ

1,ケース1で6層,15個,ケース2で4層,15個,方

て4時点ずつ,合計96点の摩耗量生データVERと.それ

法2,ケース1で2層, 4個,ケース2で4層7個であ

ぞれに対応する摩耗監予測値VBPとの相対誤差の絶対値
JeJ‑l (VBP‑VBJZ)/VBRIxlOO(%)の相対度数分布

った.

モデルの構造が最も簡単になった方法2,ケース1の

を図4に示す,方法1,ケース2は上述の理由により,

グループ4‑6の条件のものだけについて参考のために

場合の具体的関数形は次のようになる.

掲げた.いずれの場合も,相対度数で約90%のものが

第1層
ul I 0.0462‑0.1213. +0.00057Z2+0.00097zIZ2

IeJ≦15(%)におさまっており,十分実用性のあるモ
デルと考えられる.方法1,ケース1ではIel>40%

+ 0.0348 zf

u2‑ 0.0785+0.0617zl+OA34Z3‑0.399323

のような大きくはずれる場合もあるので,方法1,ケー

u3‑ 0. 177+0.0475zl

ス2に関する上述の問題点と合わせて考えると,方法1

より方法2の方が予測の信頼性が高いと言える.これは

u4 ‑ 0.152+0.0004322

第2層

情報墓碑準AICのねらい通り,方法2ではモデルの構造

V1‑2.74‑19.3u3‑9,44u4+58.6u3u｡+19.la喜
V2‑ 0.409+0.424ul +0.0996u2+ 1.20u苧

が簡潔になっていることにも起因しているであろう.

(3)工具寿命の予測

工具寿命の予測値は,モデル

による摩耗量予測値が,与えられた工具寿命判定基準に

V3‑ 0.0344+0.644ul +0.829u冒

等しくなるような時刻を試行鎗誤的に求めることによっ

V4‑‑0.0286+5.03uzu4
′{ヽ

ここで各変数の添字は,それぞれの層内でAICを小さ

て得られる.摩耗進行曲線は単調増加曲線であるから,

くするものから順につけてある,予測値は,最終層の第

試行の回数は少なくてすむ.いま工具寿命判定基準をVB
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3‑a)方法1･ケース1
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8
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3‑C)方法2,ケース2

3‑b)方法2,ケ‑ス1

図3

(a/a)[朝鮮音更

12

Time i (min)

摩耗進行予測曲線と実切削データ

ハU 0 0 0 0

(a/a)[意轡音更
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4‑a)方法1,ケース1

RSS

ｸ5

uD2

72

5

唐紕

6

ゅr

全平均

4.3 釘綯
6.3

釘

12.8
縒

5.2

b縒
澱繧

途纈

9.7 途縒
(7.7)

0

10

20

30

40

相対誤差Iel(%)
4‑d)方法2,ケース2

デルが得られることがわかった.特に,変数選択の評価

AⅠC 彦

7.5 唐紕
5.8

40

況および工具寿命について実用可能な予測精度をもつモ

免

1 迭 1.8 迭 / 途纈 12.3
2 唐 3.0 澱綯 /
綯 18.5
3 r 3.2 纈 /
14.1
4 免ﾂ

30

摩耗予測誤差の相対度数分布

刄Pース2

Taylor 倩

20

4‑C)方法2,ケース1

工具寿命予測誤差

グルー プ番号

10

相対誤差】e l(%)

41b)方法1,ケース2

図4
表2

30

相対誤差Ie l(%)

唐繧

7;.7
3.9

ll.1
ll.3

"

規準としで情報量規準AICを用いる方法では,モデルの

構造が簡単になる上に,モデリング用データに対して外

挿条件となる入力条件に対しても十分な予測能力をもつ
モデルが得られる･さらに高い予測精度を要求する場合
紘,実切削中のデータを何らかの形で利用して,途中で
モデルを修正するなどの対策が必要となるであろう.
おわりに,摩耗データを提供してくださった三菱金属
(秩)東京工場の根岸秀夫氏に深く感謝いたします.
(1980年9月9日受理)

‑ 0.25mmとして,予測寿命Tpと生データによって得ら

れている寿命TR

との相対誤差の絶対値l(Tp‑TR)/TRJ

x 100 (%)によってモデルの寿命予測能力を評価する.

各データグループごとに上記の誤差の平均値を求めて表
2に示す.同じモデリング用データを用いて得られる

Taylorの寿命方程式による予測誤差も表2に合わせて
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