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1.はじめに

1. はじめに
1.1. 研究背景
2018 年から潮目が変わったなと感じさせるグラフがあり、それは筆者が勤務するメーカ
ーの排出物用途をまとめた年度グラフである。筆者が勤務するメーカーは、プラスチック材
料を加工したフィルムや容器などの包装資材を主に製造している創業 90 年に達する中堅企
業である。筆者は 20 年以上同社（以下、当社）で在籍している。筆者が入社してからも健
康食品の天然素材カプセルやフィルム石鹸、土壌崩壊性フィルムなど既存の包装資材に留
まらない各種商品を企画・製造してきた。使い捨てなど消耗品の側面が強い包装資材を製造
してきたイメージからすると意外かもしれないが、環境側面でも様々な取組みをしている。
廃棄する天ぷら油をディーゼルエンジンの燃料に改質させる実験や、医療向けの使用済み
容器を回収してリサイクル材料にする事業にも取組んだことがある。環境に対する意識は
以前から高く、各部署の使い途がなくなった資材を集積し再活用を図るためにリユースセ
ンターを設立したこともある。パルプ材料を加工したセロファンの製造から始まり、順調に
事業を拡大した当社がセロファン製造プロセスでは避けられない硫化物の悪臭を理由に、
1970 年に当時の主要収入源であったセロファン事業の工場を自主閉鎖したことや、それか
ら長期に渡り苦節した時期を過ごしたこともこれらの活動に影響しているだろう。環境側
面を分析評価する部署も 20 年以上昔から発足している。同部署は毎年、各事業を進める上
で都度発生するプラスチック材料の端材や再利用できないロス材料の他、設備改修等で発
生した各種金属屑などの廃棄物処理も一括して請け負っている。処分方法は多岐に渡り、木
材パレットなどはリユース業者などへ、ロス材料などの廃棄プラスチック、各種金属屑など
はリサイクル業者へ売却している。また、リユース、リサイクルできないプラスチック材料
はセメント製造時のクリンカー焼結工程の燃料として売却してきた。最終的に産業廃棄物
として焼却・埋め立てとして処分した量は 2017 年まで順調に削減を続けた。しかし、2018
年から状況が一転し処分先の大部分を占めていたリサイクルの割合が減少し、燃料、産業廃
棄物の割合が大幅に増加した。2019 年は産業廃棄物の割合も増加したのだった。冒頭のグ
ラフとはこの 2018 年からの排出物の大転換を示すグラフのことである。(図 1)
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図1

生産量当たりの排出物推移（2014 年度基準）

(1)

これまで数多くの先進国の廃棄物を輸入し再生・再利用する施策を進めていた中国は、世
界有数のプラスチック消費国となり、自国から出てくるプラスチックゴミの管理もままな
らなくなってきている。輸入した廃プラスチックの洗浄作業などで環境が汚染され、リサイ
(2)

クルに携わる人々の健康被害も顕在化してきている報告もある 。2017 年 4 月、海外ごみ
の輸入禁止と固形廃棄物輸入管理制度改革の実施計画を承認し、12 月に施行し、これによ
り中国では 2017 年 12 月末から家庭系プラスチック 8 品目等が輸入禁止となり、翌年 2018
年 12 月末より、産業系廃プラスチック等を含む産業系スクラップも輸入禁止品目に追加指
定されている。三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングの報告によると、これに先んじて 2017
(3)

年 12 月以降から、すでに中国の廃プラスチック輸入量は減少に転じており 、日本国内の
廃棄物の多くは、2018 年を境にして行き先を失ったといえる。
この中国の輸入禁止は、日本国内の再生事業にも強く影響し、国内還流の必要性から再生
のための前処理費用が高まる一方、再生の質にそぐわない材料の買取りが避けられるなど
の動きも生じた。筆者の勤務している同社もそれまではリサイクルに回していた材料を燃
料用途に大幅に転換する必要に迫られ、さらに追い打ちを掛けたのは 2020 年度からの新型
コロナウィルス感染症（COVID-19）の世界的流行である。COVID-19 流行の影響により経済
全体の需要構造が急転換をおこし、その流れは建設業界にも及び資材供給に急ブレーキが
掛かってしまっている。このため、セメント用燃料がダブつき、廃プラスチックのサーマル
リサイクル需要が大幅に減少してしまい、これまで有価で取引された資材が一転して有償
で処分してもらわなければならない廃棄物に変わってしまった。加えて 2015 年 9 月「国連
持続可能な開発サミット」で採択された国連加盟国 193 ヶ国が 2016 年～2030 年の 15 年間
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で達成するために掲げた目標 SDGs
（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）
である。SDGs には「12.5 2030 年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用に
(4)

より、廃棄物の発生を大幅に削減する」とある 。政府は、レジ袋の有料化を進めるなどプ
ラスチック廃棄物削減のコンセンサスを形成しようとしており、この流れは、今後産業廃棄
物にも影響が及ぶことが予測される。このため、筆者の勤務するメーカーも廃棄物政策に際
して根本的な見直しを迫られることになったのである。
(5)

中空容器等の主な製法である押出ブロー成形はその約 35％が端材になり

、押出ブロー

成形は原理的に端材が大量に発生しやすい製法である。しかも、当社商品はその特徴から端
材の再利用ができる品種が大幅に制限されている。このような制限もあり、当社が最近立ち
上げた全社プロジェクトでは、再生原料を適用可能な製品を増やしながらプラスチック廃
棄物削減に取組んでいる。また、製造現場においては、これまでにも増して生産時ロス材料
の削減を日々進めていくしかない状況となっており、様々な取組みを進めている。

1.2. 不良について
当社の押出ブロー成形品事業では、特殊な用途の容器を受注生産している。この容器生産
(6)(7)(8)(9)(10)(5)(11)(12)(13)

と呼ばれる外観不良である。当社内で

において最も多い生産ロスは黒点

は、それを（樹脂）ヤケと称している。黒点は変色したプラスチック材料の微量な練り込み
異物である。例えば、研究テーマとして掲げる X 号機で生じるロスの内訳（図 2）のうち、
黒点によるロスが 2019 年 8 月～2020 年 7 月集計で 48%を占めた。押出ブロー成形に限らず
射出成形でも、黒点を含む練り込み異物が最も多い不良と言われている

図2

(10)

。

X 号機の外観不良品種別ごとの発生点数（期間：2019/08～2020/07）
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yake は黒点、hada は肌荒れが実質的な外観不良である。trial は生産立上げ時の試し打
ち、insp.は抜取り検査用に採取した製品であり、歩留まり低下要素として不良に含ま
れる。

ところが、プラスチック加工における黒点不良に関する研究文献を調査しても、該当する
内容の文献を見出すことはできなかった。インターネットでは、発生のメカニズムと対策に
ついては先の引用文献に挙げたように多くの web サイトで確認できたが、いずれも押出ブ
ロー成形と製法が異なる射出成形法に関連する内容であり、押出ブロー成形に関連する内
容では確認できなかった。
黒点発生のメカニズムに関する文献において、概ね共通している点をまとめると、次のよ
うなものである。


プラスチックは限度を超える温度を加えると黄変し、さらに温度を加えると黒化する。



スクリューやシリンダーに材料の一部が残ってしまい、結果として長時間熱を受ける
状況になってしまっている。



スクリューやシリンダーに残留している黒化した材料が剥がれ、通常の材料に混入し
て成形されてしまう。

黒点発生予防対策に関する共通点は次のようなものである。


初めにスクリューの中の材料を一旦取り出す。プラスチック材料が溶ける温度ぎりぎ
りの低温まで下げた状態でスクリューを高速回転させて残っている黒化した材料を
掻き出す。



分解してスクリューを取出し、ヘッドを分解して材料の流路を清掃する。



シリンダーの中部、後部の温度を上げすぎない。



使用後は材料をしっかり掻き出して（パージして）古い材料を残さない。



スクリュー材質を残留しにくい形状、付着しにくい材質に変更する



ヒーターを切らずに低温で保温する

しかし、結果として練り込み異物は絶対に「ゼロ」にはできないと言われている。
調査した文献の多くは、経験に基づく説明であり納得できる一方で、実際に黒点現象に関
して押出機の内部状態を検証したり、理論的にモデル化しシミュレーションして検証した
事例などは筆者が調べた範囲では確認できなかった。肌荒れに関する同様な文献も確認で
きなかった。
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黒点不良の文献がほとんど見いだせないのは次の理由があるように思われる。
プラスチックは、炭素を主成分とする巨大高分子であるが、ポリエチレン、ポリプロピレ
ンなどのポリオレフィン系プラスチックは熱酸化劣化が生じやすく変色、黒点などを引き
起こすとされている。これに対して、フェノール系酸化防止剤、ホスファイト系酸化防止材
を添加することで、ペルオキシラジカルおよびヒドロペルオキシドを捕捉、分解して熱劣化
による品質低下を抑制

(14)

するメカニズムが解明されて、効果的な酸化防止剤の開発が進ん
(15)

でいる。従って、当社の製品と同様に、添加剤を用いることが禁じられている特殊な用途
を除けば、実用的な運用で黒点が起きにくくなったのではないかと推測される。

また、経験的に因果関係は推測できるが、実際にどこで黒点が発生しているかといった観
察は、困難である。これは、プラスチックが詰まった状態で押出機は、分解できないブラッ
クボックスだからである。また、分解しようとして溶融した樹脂を、更に軟化させようとし
て設備温度を高温にすると、それが却って黒点の発生を進行させてしまうのである。
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1.3. モニタリングデータについて
X 号機については従来から故障が多い設備だったため、予兆保全を目的としてモニタリン
グツールを導入している。（図 3）

図3

X 号機のモニタリングツールと記録の流れ

可視化画面は一部箇所をモザイク処理している

このモニタリングツールは X 号機のシーケンス制御のために既存で設置されているプロ
グラマブルロジックコントローラ（以下、PLC）と連携し、PLC の入出力データを採取して
いる。採取されたデータはトレンドデータとして可視化され、ウェブ経由で製造現場や事務
所でモニタすることが可能である。また、1 日分のデータは、エクセルファイルにまとめら
れて毎日定時に事務所内のサーバーに保存される。
採取データは、X 号機の押出機、型締め装置の制御データの時系列推移であり、1 秒間隔
で採取されている。ただ X 号機の故障の多くは、型締め装置、冷却水のフィルターで発生し
ているため、通常の利用は型締め装置の負荷状況、冷却水フィルター差圧の監視であり、押
出機の制御データの監視や社内サーバーに蓄積されたデータの分析はほとんどなされてい
なかった。
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1.4. 既存研究
黒点発生のメカニズムに通じるプラスチックの熱酸化劣化に関する既往の研究では、重量
(16)

変化

、酸素吸収速度

(17)(18)

の計測により評価した研究がある。これらは高圧法ポリエチレ

ンの中での特定の材料に関する調査であり、X 号機の製品に使用される高密度ポリエチレン
とは類似の樹脂だが、熱特性としては異なる材料である。同材料は高密度ポリエチレンより
も耐熱性が劣るものと考えられるが、154℃では 0.6％程度の酸素吸収率に達するまで 10 時
間程度を要した。更に酸素分圧が低下して酸素濃度が希薄になると、見かけ上の酸化反応は
更に低下し、一定の酸素吸収率に至る迄に更に数時間オーダーの遅れが生じることが示さ
れていた。なお、該当材料の融点など物性値情報が確認できないため、X 号機に使用される
材料との比較が困難であるが、酸化反応の進行が変色と関連していることは経験から認識
しており、変色の程度も酸素濃度、反応温度に依存し、数時間オーダーでの現象と推察する。
なお、多くの酸化防止剤処方に関する研究では、酸化防止剤自体の変色（ピンキング）に関
して述べられているものが多く、調査した範囲では、プラスチック自身の酸化反応の進行に
よる着色に言及した研究は確認できなかった。
また、単軸押出機から得られるモニタリングデータの活用については、スクリュー回転数、
温度および圧力から平均押出量を多変量解析により推定し、押出変動量を自己回帰モデル
で推定した研究
ングした研究

(19)

(20)

、射出成形品の品質推定のために射出圧力の変動をオンラインモニタリ

など、モニタリングデータを押出機の特性把握に用いる研究はあったが、

調査した範囲では黒点不良などの熱酸化劣化による外観不良の推定に関してモニタリング
データを活用する研究は確認できなかった。
Tadmor et al.

(21)

による押出機構の基本的な理論が提案されてから、理論、シミュレーシ

ョン手法は発達した

(22)

が、それは主としてスクリューやダイヘッドの最適設計を目的とし

ている。ところが実際は、設計時点と運用で使用する材料や運用方法が異なるも場面も少な
くないが、既設の設備に発生する現象についての研究は、ほとんど確認できなかった。

1.5. 研究動機
当社にとっては多数を占める黒点、肌荒れの不良について、押出ブロー成形に関連する既
存報告は文献として見当たらなかった。そもそも押出ブロー成形に関連する文献は少なく、
多くは射出成形に関する文献だった。一方で、社会情勢による要請から排出物の更なる削減
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を行う必要があり、黒点、肌荒れ不良の削減が必要である。またこれら不良は経験的に成形
機内部での発生が知られている。そこで、不良発生の集計データと現状ほとんど活用されて
いない X 号機のモニタリングデータを回帰分析で連係することで不良発生の因子が明らか
にでき、対策に活用できるのではないかと考えたことが研究の動機である。

1.6. 研究目的
以上の動機から、研究目的として次の３点


黒点、肌荒れの不良データを調査し、各不良の発生傾向を明らかにすること。



X 号機のモニタリングデータを調査し、その特徴を明らかにすること。



不良データとモニタリングデータを回帰分析で連係し、モニタリングデータから不良
発生の因子について推測すること

を掲げる。

1.7. 本論文の構成内容
本論文の構成の概略を示す。2 章では、研究に用いるプラスチック製品の製法、不良に関
する既存情報などデータの解釈に必要な背景情報を述べる。3 章では、不良のデータのうち
黒点と肌荒れ不良に関して発生頻度、時系列データとしてみたときの成分分解、自己相関、
偏自己相関について分析した結果について述べ考察する。4 章では、取得した X 号機モニタ
リングデータから、製品 N、製品 C を製造したときの各変数の設定値の比較を示した。また
モニタリングデータの各変数間の関連性について分析した結果とその考察を与える。
5 章では、研究に用いる分析方法に関係する統計モデル、モデル選択手法、アンサンブル
学習などの機械学習手法について述べる。Python の回帰分析モジュールについても述べる。
6 章では、5 章で述べた手法により X 号機モニタリングデータと回帰分析を実施した方法に
ついて述べる。7 章に黒点不良に関する X 号機モニタリングデータの回帰分析結果について
述べ、8 章では研究結果の考察を行う。
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2. 研究データの背景
本研究は押出ブロー成形によるプラスチック製中空容器の製造工程に関する研究である。
まず初めに押出ブロー成形を説明し、次に研究の対象とした X 号機とモニタリングデータ
について説明する。

2.1. 押出ブロー成形
(23)

押出ブロー成形について、文献

に基づいて説明する。

押出ブロー成形法は熱可塑性プラスチックの加工方法の一つであり、多種あるブロー成形
法のひとつである。熱可塑性プラスチックは加熱すると軟化し、冷却すると固化するプラス
チックのことである。ここに、プラスチックとは、分子量 10,000 以上から 1,000,000 程度
の巨大高分子

(24)

である。ブロー成形法は熱可塑性プラスチックの温度を上げると柔らかく

なり、加圧により容易に変形する性質を利用している。原理的には、古くからのガラスびん
の成形法と同様である。ガラスびんの成形では、今日でも美術工芸品の製造の場合、ガラス
の溶融物をパイプの先端にまきとり、それを人間が口で拭く。一方、工業生産においては金
型を使用した製法がとられ、複雑な形状で寸法が一定の製品を生産している。ブロー成形も
同様に、押出機で加熱溶融された熱可塑性プラスチックをダイヘッドからチューブ状（パリ
ソン）に押出して取り出し、溶融状態のパリソンを金型で挟んでパリソンの下部をピンチオ
フ・融着させ内部に空気を吹き込んで冷却した後、金型を開いて成形品を取り出している。
ピンチオフとは、パリソンを金型で挟んだときにパリソンの開口部を閉じて密封すると同
時にパリソンの余分な部分を製品本体から噛みきって分離することである。押出ブロー成
形法は溶融し押出したパリソンを冷却しないうちに直接空気を吹き込んで成形することが
特徴であり、ダイレクトブローとも呼ばれている。押出ブロー成形法では主にポリエチレン、
ポリプロピレンと呼ばれる熱可塑性プラスチックが用いられている。以下、熱可塑性プラス
チックを単にプラスチック、または樹脂と呼ぶ。押出ブロー成形法は、飲料、液体洗剤、ト
イレタリー、化粧品、医薬品、工業薬品などの中空容器の製造に適用されており、押出ブロ
ー成形機が用いられる。
押出ブロー成形機は概して 3 つの装置から構成されている。1 つ目は押出機と呼ばれるプ
ラスチックを加熱溶融する装置であり、2 つ目はダイヘッドと呼ばれる押出機より先にある
溶融したプラスチックの吐出口までの金型、もう 1 つは型締機と呼ばれる溶融したパリソ
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ンを金型で挟み込んで空気を吹込み製品形状に成形する装置である。

押出機
押出機は、プラスチックのフィルム、シート、パイプの成形などにも一般的に使用されて
いる。また、輸送機器、電気製品などのプラスチック製部品の生産に用いられる射出成形機
の可塑化装置の機構と原理的には共通している。
押出機はプラスチックを加熱溶融して、スクリューを用いて連続的にダイから押出す装置
である。押出ブロー成形におけるパリソン押出しに用いられる押出機、フィルム成形に用い
られる押出機、また射出成形の可塑化装置などは単軸式とよばれるスクリューが 1 本の押
出機である。これとは別に、スクリューが 2 本以上の多軸式押出機もある。本論文では、単
軸式押出機について説明する。
単軸押出機の基本的な構造は、ホッパー、シリンダー、スクリュー、モーター、減速機、
シリンダー加熱用ヒーターおよび温度調整器からなる。押出機の押出能力は、スクリュー直
径と駆動モーターの能力で主として決まり、製品の大きさ、プラスチックの種類によりスク
リューとモーターを選択する。
スクリューは、押出機のシリンダー内に装着され、回転により、プラスチックの溶融、混
合、計量を行って、ダイから樹脂を押し出す働きをする。
押出し性能はスクリューデザインに依存する。押出ブロー成形で用いられる単軸押出機の
スクリューの基本形は固体輸送部（供給部とも呼ぶ Feeding Zone）、圧縮部（Compression
Zone）、計量部 (Metering Zone)の 3 つの領域に区分けされる。(図 4)

固体輸送部

図4

圧縮部

計量部

押出機・スクリューの概略図

スクリューが装着されるシリンダーは、外周にシリンダーを加熱するためのバンドヒータ
ーが巻き付けられ、保温のためにシリンダーカバーで覆われている。シリンダーカバーはゾ
ーンで区分されており、各ゾーンは冷却ユニットに接続されており、温度調節器により各ゾ
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ーンは加熱・冷却の調整が可能となっている。
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックは、ホッパーから押出機に投入される
と、押出機内の 3 領域を通過しながら融点以上まで加熱されて固体から溶融状態に状態変
化する。状態変化に合わせてプラスチックの体積が膨張する一方、図 4 の中央部のように圧
縮部で流路が圧縮されるため高圧になり、この圧力がパリソンの押出速度に影響する。

ダイヘッド
ダイヘッドは、押出機で溶融したプラスチックを円筒状のパリソンにして吐出口から押し
出すための金型である。一般的には、押出機は水平に設置されており、パリソンは垂直下方
に押出すことから、ダイヘッドは溶融プラスチックの流れを水平方向から垂直方向へ方向
転換する機能を有している。複数の押出機から構成される多層押出ブロー成形の場合、ダイ
ヘッドは多層ダイヘッドと呼ばれる。各押出機から溶融プラスチックが流入し多層ダイヘ
ッド内で合流する。ダイヘッドに流入した溶融プラスチックは、ダイランドと呼ぶ円筒のス
リットを通過してダイヘッドの開口部に平行な流れになるように調整され吐出口から押し
出される。
ダイヘッドの外周にバンドヒーターが巻き付けられ、溶融プラスチックが冷えないように
加熱している。ダイヘッドは、複雑な構造により大型であるため熱容量が大きく、一定温度
に保持されやすいことから、一般的に冷却ユニットは接続されていない。

型締機
型締機はパリソンを金型で挟み込んで空気を吹込み製品形状に成形するが、ブロー成形時
間においては冷却時間が律速となり、1 つのダイヘッドで金型が 1 つだとパリソンの押出速
度とブロー成形時間の調整が困難となるため、2 つの金型が交互に移動するスライド式が一
般的である。

2.2. X 号機について
X 号機の仕様とモニタリングデータの変数
押出機は 3 台の押出機から構成される 3 層押出ブロー成形機である。押出機 3 系列の初期
仕様を文献

(25)

をもとに表 1～表 3 に示す。Q/N など、検証時期と初期仕様が異なる項目はあ
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るものの各系列の相対的な性能に変更はない。
押出機の各系統は図 5 に示すように製品の層を構成しており、65 系統は外層、80 系統は
中間層、55 系統は内層を構成している。各層が混合することはない。外層は、製品の外表
面の層材であり露出した部位であるため、美観が重要になる。内層は製品内表面の層材であ
るが、顧客の商品と接触する部位であるため、衛生面が重要となる。中間層は外層と内層に
はさまれた中間層であり、基本的には、表面に晒されることはないが、製品強度に影響を与
える。

図5

X 号機の押出機系統と製品層構成の対応

表中の L/D はスクリュー直径 D とスクリュー長 L の比を示す。また、単位常用回転数 N 当
たりの吐出流量 Q を表わす Q/N は 3 系統とも同一プラスチック原料による測定値である。
Q/N は 80＞55＞65 の順序だった。本論文では、スクリューの回転数の設定入力値（入力変
数）を rsv、出力測定値（出力変数）を rpv と表記する。
各系統の L/D が一定のため、スクリュー直径が最も太い 80 系統だけヒーターの設置数が
1 点多い。また、各系列のシリンダーに設置される温度調整器（温調）のうち、ホッパーに
最も近い最上流に位置する 1 点は、ヒーターと連動しておらず、冷却水により冷却された部
位の温度を示している。本論文ではこの部位を FB と表記する。なお、FB では原料供給量を
安定させるために低温に保つようにしている。他のヒーターは、上流から順に C1、C2、C3、
C4、C5 と表記する。
駆動モーターの回転数の制御手法は、交流電流の周波数と電流の調整によるインバーター
制御である。本論文では、インバーターの制御周波数の設定値を fsv、測定値を fpv、電流
の測定値を amp と表記する。なお、厳密には rsv が fsv に変換されて駆動モーターを制御
している。各系統の定格出力容量は 80＞65＞55 の順序だった。定格出容量と Q/N の各系統
との相対的な順序が一致していないのは、Q/N はスクリューデザインの変更によって調整可
能なためである。駆動モーターの出力容量とは一致しないことがある。
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表1
スクリュー

X 号機 80 系列押出機の初期仕様
直径 D

シリンダー

[mm]

80

L/D

28：1

常用回転数 N[rpm]

10～60

Q/N

3.60

[kg/h/rpm]

加熱方式

外周バンドヒーター

冷却方式

ブロアーによる吸い込み式
空冷

ヒーター

駆動モーター

6（C1～C5、FB）

仕様

インバーター制御・PWM 方式

表2

[kw]

55

X 号機 55 系列押出機の初期仕様
直径 D

シリンダー

18

温調点数

出力

スクリュー

[kw]

[mm]

55

L/D

28：1

常用回転数 N[rpm]

10～80

Q/N

1.46

[kg/h/rpm]

加熱方式

外周バンドヒーター

冷却方式

ブロアーによる吸い込み式
空冷

ヒーター

駆動モーター

8.73

温調点数

5（C1～C4、FB）

仕様

インバーター制御・PWM 方式

出力

表3
スクリュー

[kw]

[kw]

18.5

X 号機 65 系列押出機の初期仕様
直径 D

[mm]

65

L/D

28：1

常用回転数 N[rpm]

10～80
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Q/N
シリンダー

[kg/h/rpm]

0.90

加熱方式

外周バンドヒーター

冷却方式

ブロアーによる吸い込み式
空冷

ヒーター

駆動モーター

[kw]

12

温調点数

5（C1～C4、FB）

仕様

インバーター制御・PWM 方式

出力

[kw]

30

各系統の押出機から吐出された樹脂はダイヘッドで合流する。表 4 にダイヘッドの初期仕
様を示す。ヘッドコネクタとダイヘッドは外周バンドヒーターで加熱されており、本論文で
はヘッドコネクタのヒーターを A、ダイヘッドのヒーターを H、D、Lip と表記する。
表4
ヒーター

X 号機ダイヘッドの初期仕様
容量

[kw]

温調点数

21
ヘッドコネクタ 8
ヘッド 4

モニタリングデータ変数の一覧を 11.1 節に示す。

X 号機押出機 3 系統の制約
X 号機の 55，65、80 系統の押出機は、rsv_55、rsv_65、rsv_80 を任意に設定できるが製
品重量に規格値があるため、押出量𝑤𝑤は(1)式の制約があり、2 変数を決めると残りの 1 変数
は範囲をもつ値となる。
ここで、𝑤𝑤は押出量[kg/pcs]、
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚は 1 缶あたりの生産時間[H/pcs]、

𝑄𝑄/𝑁𝑁55 , 𝑄𝑄/𝑁𝑁65 , 𝑄𝑄/𝑁𝑁80 は各系統の単位常用回転数当たりの吐出流量 Q[kg/H/rpm]、
𝑤𝑤𝑙𝑙 , 𝑤𝑤𝑢𝑢 は押出量の規格値下限、上限

𝒘𝒘 = 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎(𝑸𝑸/𝑵𝑵𝟓𝟓𝟓𝟓 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒗𝒗𝟓𝟓𝟓𝟓 + 𝑸𝑸/𝑵𝑵𝟔𝟔𝟔𝟔 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒗𝒗𝟔𝟔𝟔𝟔 + 𝑸𝑸/𝑵𝑵𝟖𝟖𝟖𝟖 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒗𝒗𝟖𝟖𝟖𝟖 )
14
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𝒘𝒘𝒍𝒍 ≤ 𝒘𝒘 ≤ 𝒘𝒘𝒖𝒖

𝒓𝒓𝒓𝒓𝒗𝒗𝟓𝟓𝟓𝟓 , 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒗𝒗𝟔𝟔𝟓𝟓 , 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒗𝒗𝟖𝟖𝟖𝟖 > 𝟎𝟎

X 号機における製造と外観検査

𝑸𝑸/𝑵𝑵𝟓𝟓𝟓𝟓 , 𝑸𝑸/𝑵𝑵𝟔𝟔𝟔𝟔 , 𝑸𝑸/𝑵𝑵𝟖𝟖𝟖𝟖 > 𝟎𝟎

X 号機では製品 N と製品 C の 2 種類の容器を生産している。製品 C は製品 N と同一寸法の
容器で、主原料も同一である色違いの製品である。当社では受注生産体制のため受注に従っ
た生産をしており、製品 N と製品 C の生産は不定期に入れ替わる。
X 号機は 24 時間稼働しており 1 日 8 時間 3 交替で担当者が交替している。品質管理のた
め製品 N も製品 C もロットピンによる製造年月日を転写しており、毎日 16 時前後に X 号機
の樹脂押出しと成形を停止し、製造年月日の切替えを行っている。
製品の外観検査は、製造した全数について実施している。頻繁に発生する不良である黒点
については判断基準が規定されており、検査の結果、黒点が各基準を上回れば不良品と判断
し、そうでなければ良品と判断する。製造現場の担当者は、成形日誌に外観検査の記録とし
て不良種別毎の発生本数を 1 時間毎に記載している。(図 6)

図6

成形日誌
一部をモザイク処理
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成形日誌には不良種別毎に発生本数を記載する欄が設けられているが、記録は不良 1 缶に
ついて 1 種類のみである。1 缶につき複数の不良種別を記録していない。なお成形日誌の起
票は生産をしていない生産調整の時間帯でも行っているが、不良の記録は生産時のみに限
定している。例えば、試打と呼ばれる良品を取出すまでの条件調整段階や原材料替えなどの
調整段階では、黒点などの外観検査は行わず記録もしていない。
成形日誌は、製造担当者が交替する 8 時間毎に上長に提出される。提出された成形日誌は、
上長による確認が行われた後に 1 ヶ月単位でファイルされて書棚に保管される。
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3. 不良データの分析
X 号機の各黒点、肌荒れ不良の単位時間当たりの発生本数の推移について、時系列成分分
解、コレログラム、発生頻度を調査した。時系列分析に関しては文献

(26)(27)

を参考にした。

コレログラム、自己相関、偏自己相関
コレログラムは自己相関、偏自己相関のラグ𝑘𝑘を変えて、それぞれの変化を表わしたグラ
フである。自己相関とは、過去と未来の自己の傾向の相関をとったものである。𝑘𝑘次自己相
関が 1 に近ければ𝑡𝑡時点が大きな値であれば、𝑡𝑡 − 𝑘𝑘時点も大きくなると考えられる。𝑘𝑘次自
己相関を(2)式に示す。

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪(𝒚𝒚𝒕𝒕 , 𝒚𝒚𝒕𝒕−𝒌𝒌 ) =

𝑪𝑪𝒐𝒐𝒐𝒐(𝒚𝒚𝒕𝒕 , 𝒚𝒚𝒕𝒕−𝒌𝒌 )

�𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽(𝒚𝒚𝒕𝒕 )𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽(𝒚𝒚𝒕𝒕−𝒌𝒌 )

ここで、𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑦𝑦𝑡𝑡 , 𝑦𝑦𝑡𝑡−𝑘𝑘 )は自己共分散とよばれ、(3)式で表わす。

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪(𝒚𝒚𝒕𝒕 , 𝒚𝒚𝒕𝒕−𝒌𝒌 ) = 𝑬𝑬[(𝒚𝒚𝒕𝒕 − 𝝁𝝁𝒕𝒕 )(𝒚𝒚𝒕𝒕−𝒌𝒌 − 𝝁𝝁𝒕𝒕−𝒌𝒌 )]

(2)

(3)

また、𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑦𝑦𝑡𝑡 )は𝑡𝑡時点の分散で、𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑦𝑦𝑡𝑡 ) = 𝐸𝐸[(𝑦𝑦𝑡𝑡 − 𝜇𝜇𝑡𝑡 )2 ]であり、𝑡𝑡時点の期待値を𝜇𝜇𝑡𝑡 = 𝐸𝐸[𝑦𝑦𝑡𝑡 ]

とする。

偏自己相関は、例えば、𝑘𝑘次の偏自己相関を考えるとｔ時点と𝑡𝑡 − 𝑘𝑘時点の間の

𝑡𝑡 − 1, … , 𝑡𝑡 − 𝑘𝑘 + 1の影響を取り除いた自己相関であり、(4)式に示す。
𝑷𝑷𝒕𝒕𝒕𝒕 =

�𝒕𝒕−𝒌𝒌 )
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪(𝒚𝒚𝒕𝒕 − 𝒚𝒚�𝒕𝒕 , 𝒚𝒚𝒕𝒕−𝒌𝒌 − 𝒚𝒚

�𝒕𝒕 )𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽(𝒚𝒚𝒕𝒕−𝒌𝒌 − 𝒚𝒚
�𝒕𝒕−𝒌𝒌 )
�𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽(𝒚𝒚𝒕𝒕 − 𝒚𝒚

(4)

ただし、𝑦𝑦�𝑡𝑡−𝑘𝑘 = 𝛼𝛼𝑘𝑘 𝑦𝑦𝑡𝑡−𝑘𝑘−1 であり、係数𝛼𝛼𝑘𝑘 は𝐸𝐸[(𝑦𝑦𝑡𝑡−𝑘𝑘 − 𝑦𝑦�𝑡𝑡−𝑘𝑘 )2 ]を最小とするように選んだ係

数である。

3.1. 黒点不良
図 7 に成形日誌から採取した X 号機の製品別の単位時間当たり黒点不良数を示す。対象期
間は 2019 年 8 月 1 日～2020 年 7 月 20 日とし、データ点数は 6,599 点だった。
黒点不良に関しては製品 N に偏っていた。また 2020/01 月 20 日～29 日に多発した。一方

17
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で、製品 C は 2019/8 中旬～11 月で発生点数が多めだった。

図7

X 号機における黒点不良の発生点数推移（期間：2019/08～2020/07）
製品 N で顕著に発生している。8～11 月は製品 C でも多く発生している。

製 品 N と 製 品 C の 黒 点 不 良 数 を 合 わ せ て 時 系 列 デ ー タ と し て 、 Python の
statstools.seasonaldecomp モジュールによりトレンド成分、周期性成分、残差の各成分に
分解して図 8 に示す。この図は、対象期間の全期間で分析したうちの 4 日間(2019/8/5～8/9)
を取り出して各時系列成分を示したものである。また図中の点線は、各日の 16 時を示して
いる。
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図8

X 号機における黒点不良発生点数の成分分解
（期間：2019/08/05～2019/08/09）

図中の縦点線は毎 16：00 を示す。時系列の成分分解から黒点不良は
毎 16：00 頃に周期的に多く発生した。

周期性成分に注目すると、16 時に黒点不良数のピークを示す傾向にある。2.2 節で述べた
通り、毎日 16 時の時間帯はロットピン調整のため X 号機を停止・再稼働している。生産再
開後に黒点不良が多く発生する傾向を示した。
次に黒点不良数に関する自己相関および偏自己相関を求め、コレログラムを確認した。(図
9)

19
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図9

X 号機における黒点不良発生点数の自己相関と偏自己相関の
コレログラム（lag k=0～200）（期間：2019/08/05～2019/08/09）

コレログラムをラグ𝑘𝑘＝ 200まで（200 時間、約 8 日間相当）を示す。上図の自己相関に注

目すると、黒点不良数の自己相関の絶対値が大きい状態は、時点が離れても長く続いた。
次に黒点不良数の単位時間毎の発生本数の度数分布を示す。(図 10)

図 10

X 号機における生産 1 時間当たりの黒点不良発生数の度数分布
（期間：2019/08～2020/07）

生産全体(図 10 左)および製品 C(図 10 右)は単位時間当たり発生 0 本の頻度が突出して多
20
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い一方、製品 N(図 10 中央)は発生 0 本の頻度は製品 C に比べて相対的に少なく、度数分布
の裾が右に伸びていた。単位時間当たりの黒点不良数はカウントデータであることから、カ
ウントデータの分布に多いポアソン分布と各度数分布を重ねた。(図 11)

図 11

X 号機における生産 1 時間当たりの黒点不良発生数の度数分布と
ポアソン分布の比較（期間：2019/08～2020/07）

製品 N の黒点不良数は、ポアソン分布(𝜆𝜆 = 4.7)から外れているように見える。製品 C も

発生 0 本が多く、ポアソン分布から外れているように見える。

3.2. 肌荒れ不良
黒点不良と同様に製品別の肌荒れ不良発生点数を示す。(図 12)
対象期間は 2019 年 8 月 1 日～2020 年 7 月 20 日とし、データ点数は 6,599 点だった。
製品別に比較してみると、黒点不良の発生点数の推移とは対照的に、製品 C の方が顕著に
発生していた。また、製品 C に関しては、黒点不良が多発した 8 月～11 月にも肌荒れ不良
が多発した。これは後述する表 5 と照らし合せると、X 号機の設備一部故障による生産速度
低下の時期と一致した。また、製品 N は 12 月に肌荒れが多めに発生した。
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図 12

X 号機における肌荒れ不良の発生点数推移（期間：2019/08～2020/07）
製品 C で顕著に発生している。特に 8～11 月は多かった。製品 N も 12 月は多めに発生
していた。

次に肌荒れ不良数について、時系列成分分解とコレログラムをそれぞれ図 13、図 14 に示
す。期間については、黒点不良数と同様とする。
図 13 の周期性成分に注目すると毎日 16 時に肌荒れ不良のピークを繰り返した。
一方で図 14 のコレログラムでは自己相関は時点を離れるにつれて穏やかに減少しており、
偏自己相関はラグ𝑘𝑘 = 24に高いピークを示した。

22

3.不良データの分析

図 13

X 号機における肌荒れ不良発生点数の成分分解
（期間:2019/09/01～2019/09/05）

図中の縦点線は毎 16：00 を示す。時系列の成分分解から肌荒れ不良は毎 16：00 頃に周
期的に多く発生していた。

23
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図 14

X 号機における肌荒れ不良発生点数の自己相関と偏自己相関の
コレログラム（lag k=0～200）（期間：2019/09/01～2019/09/05）

肌荒れ不良発生点数は 24 時間周期を顕著に示した。

図 15 に肌荒れ不良の単位時間毎の発生本数の度数分布を示す。

図 15

X 号機における生産 1 時間当たりの肌荒れ不良発生数の度数分布
（期間：2019/08～2020/07）

24
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製品 N、製品 C ともに単位時間当たり発生 0 本の頻度が突出して多かった。各度数分布を
黒点不良と同様にポアソン分布と重ねてみた。
（図 16）いずれもポアソン分布から外れてい
るように見える。

図 16

X 号機における生産 1 時間当たりの肌荒れ不良発生数の度数分布と
ポアソン分布の比較（期間：2019/08～2020/07）

3.3. まとめ
X 号機の各黒点、肌荒れ不良の 1 時間毎の発生本数の推移について、時系列成分分解、コ
レログラム、発生頻度を確認した。その結果、次のことがわかった。


黒点、肌荒れ不良は、両方の製品に共通する現象であるが、製品別に偏った傾向があ
った。黒点不良は製品 N に多く、肌荒れ不良は製品 C に多かった。



2020 年 1 月 20 日～29 日にかけて、製品 N で黒点不良が多発した。



2019 年 8 月 22 日～11 月 25 日にかけて、製品 C で肌荒れ不良が多発した。



時系列成分分解の周期性成分から毎日 16 時の X 号機再稼働後に不良が発生しやすい。



自己相関と偏自己相関のコレログラムより、黒点、肌荒れ不良ともに不良発生頻度は、
まったくのランダムではなく、過去の影響をひきずって発生することが分かった。



黒点不良数の自己相関は絶対値の大きい状態が時点が離れても長く続いた。これは過
去の黒点不良の影響が長く続くことを示して

(26)

おり X 号機再稼働後、黒点が発生す

るとその状態がしばらく続くことが分かった。


肌荒れ不良の自己相関は、時点を離れるにつれて穏やかに減少しており、黒点不良ほ

25
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ど過去のデータの影響を受けないようだった。一方で、偏自己相関は、ラグ𝑘𝑘 = 24毎
に高いピークを示し、周期性が強く、毎日 16 時の生産再開後に肌荒れ不良が繰返し
発生することを示した。


黒点、肌荒れ不良の度数分布は、共に、ポアソン分布からは外れているように見える。
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4. モニタリングデータの分析
社内のサーバーに蓄積された X 号機のモニタリングデータを使用する。対象期間は 2019
年 8 月 1 日～2020 年 7 月 20 日とし、データ点数は 24,609,193 点であり、これはエクセル
ファイル約 7.6GB に相当する。
対象期間において、毎日 16:00 のロットピン調整の他に表 5 に示す複数のイベントがあっ
た。
表5

X 号機の主なイベント（期間：2019/08～2020/07）

時期

イベント

備考

2019/8/22～2019/11/25

生産設備一部故障

製品 C のみ生産

2020/1/20～2020/1/29

黒点不良多発

製品 N のみ

2020/2/4

スクリュー交換

55 系統
製造条件調整（全系統）

毎日 16：00 頃

定時停止

ロットピン調整

（スクリュー停止）

ヒーター制御維持

4.1. 定時停止
図 17（上）に単位時間当たりの黒点不良の発生数の推移と同（下）に X 号機モニタリング
データの一例として rpv_55 の推移を示した。
図 17（下）の rpv_55 の推移に注目すると、rpv_55 は 0～7，9 辺りを上下していることを
確認した。概ね 16 時前後に rpv_55 は 0 値を示した。表 5 にある毎日 16 時のロットピン調
整による生産設備停止（スクリュー停止）が原因であると思われる。各系統の rpv、fpv、
amp とも rpv_55 と同様の変動だった。
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図 17

X 号機のモニタリングデータ例（rpv_55 / 期間：2019/08～2020/07）
夏期、冬期、春期休業期間の他 2019 年 10 月末～11 月末までなどでモニタリングデータ
が欠測していた。（斜線背景：主な欠測区間）

4.2. 欠測
図 17 を観察すると、2019 年 9 月 1 日～2019 年 9 月 16 日頃および 2019 年 10 月 29 日～
2019 年 11 月 28 日において、上図では、黒点不良発生が記されているのに対し、下図では、
プロットが途切れており、モニタリングデータの欠測が生じていた。このほかにも数秒から
数時間に及ぶデータの欠測を確認した。確認された欠測は、モニタリングデータの変数すべ
てが同じタイミングで欠測しているので、PLC からの出力が途絶えたか、モニタリングツー
ルのトラブルによるものと推測する。工場の操業が停止する休業期間以外の大規模な欠測
を次に示す。


2019,9,1～2019,9,16

（およそ 0.5 ヶ月間）
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2019,10,29～2019,11,28

（およそ 1 ヶ月間）

4.3. 製品 N と製品 C の製造条件の変化
図 17（下）では、rpv_55 の定時停止以外にトレンドの変化が確認できた。2.2 節で説明し
たように X 号機では、製品 N と製品 C の 2 種類の容器のみ生産しており、製品 C は製品 N と
同一寸法の容器で主原料も同一である。一方で、製品 N は無着色容器、製品 C は着色容器と
いう相違点がある。モニタリングデータから製品 N と製品 C の様々な製造条件の平均値を
取得し、イベントを考慮し図 18～図 22 に示した。

図 18

製品 C と製品 N の製造条件（スクリュー交換前）
スクリュー交換前では両製品とも違いはほぼなし。

29

4.モニタリングデータの分析

図 19

製品 C と製品 N の製造条件（スクリュー交換後）
スクリュー交換後も両製品の違いはほぼなし。

図 20

スクリュー交換前後の製品 N の製造条件

55 系統、65 系統のいくつかの条件でスクリュー交換後に設定値が減少する変化があっ
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た。

図 21

スクリュー交換前後の製品 C の製造条件

スクリュー交換後に 55 系統、65 系統のいくつかの条件で設定値を下げていた。

図 22

正常時・故障時の製品 C の製造条件
31
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故障時に mct（製造時間）を伸ばすために押出し量に関連する条件（rsv、fsv）を下げ
た一方で、押出機およびダイヘッドの温度を上げていた。

図 18 からスクリュー交換前で製品 N と製品 C の製造条件にほぼ違いはなかった。図 19 か
らスクリュー交換後もほぼ違いはなかった。しかし、次の点に留意すべきである。


スクリュー交換前後で、製品 N の製造条件を比較した図 20、同じく製品 C の図 21 で
は、交換後に 55、65 系統で rsv、fsv、c1 等が下がっていた。



設備正常時・故障時で比較した図 22 では、故障時は製品 1 缶の生産時間を示す mct
が伸び、各系統の rsv を下げていた。冷えると固化する熱可塑性プラスチックは、流
動のしやすさに温度依存性があり、高温ほど流動性が高い。このため、Head、d1、d2、
d3、lip の温度を上げて、プラスチックの流動性維持を図っている。

このように同一製品でもイベントなどにより製造条件が調整されることがある。

4.4. 黒点不良および各変数間の相関関係
図 18～図 22 の生産設定の比較で確認したように、ある変数を変更すると関連して他の変
数もいくつか変化する。図 23（上）に各モニタリングデータの変数同士の相関係数をヒー
トマップで示した。ヒートマップ内の変数の並び方は、黒点不良数との相関係数が高い順に
配置した。黒点不良のデータは、モニタリングデータの粒度に合わせてアップサンプリング
した。
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図 23

X 号機のモニタリングデータの相関係数ヒートマップ

（上）各モニタリングデータの相関係数の配置は黒点不良数との相関係数を基準にして
降順で表示した。本図では概ね pres_65～rpv_80、fb_65_t～fb_80_t の各 2 つのモニタ
リングデータの変数群内で高い相関係数を示した。（下）一方、黒点不良数（yake）と
の相関係数は 0.3～-0.1 であり高くなかった。

その結果、変数間で非常に高い相関を示す次の２つの変数群：
1．pres_65～rpv_80 で相関が高い変数群
2．fb_65_t～fb_80_t で相関が高い変数群
を確認した。この変数群 1．は、主に、スクリュー駆動系変数であり、変数群 2．は、主
に、温度制御系変数だった。（11.1 節参照）
図 23（下）は、黒点不良数（yake）との各変数の相関係数を抜き出したものである。図 23
（上）でいえば、黒点不良の列の相関係数である。pres_65 がもっとも黒点不良と高い相関
係数を示した。全体として、相関係数は 0.3～-0.1 程度に分布した。黒点不良に対してとり
わけ強い相関関係を示す変数は認められなかった。また、黒点不良は熱酸化劣化反応による
ものであるのに、材料に熱を与える温度制御系変数よりもスクリュー駆動系変数の方が黒
点不良と強い相関関係を示した。

スクリュー駆動系変数の関連性
変数群 1．の変数のうち、rsv_55、fb_55_t、rsv_65、fsv_55 は、他の変数との正相関が
必ずしも高くなかった。図 24 に rsv_55 とモニタリングデータの相関係数を示す。
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図 24

X 号機モニタリングデータと rsv_55 の相関係数

この図から確認できるように、rsv_65、fsv_55 は、各々強い正相関をもち、他に、rsv_80、
fsv_80 とも正相関をもつ変数である。ただし、rsv_80 は図 23（下）でみられるように黒点
不良数に対して弱いが負相関をもつ。
これらの変数は製造条件の変数（変数名に sv が含まれている）である。
（2.2 で説明した
ように厳密に言うと fsv は rsv の従属関係である。） rsv_55、fsv_55 と rpv_55、fpv_55 は
それぞれ入力、出力の関係である。
図 25 に rsv_55 と rpv_55 の散布図を示す。rsv_55 は、概ね良好な相関性がみられるもの
の 0 値がないが、rpv_55 は、0 値をもち、小さい値をとる頻度が高かった。rpv_55 が 0 値
をもつのは、もう一つの変数 amp_55 により説明できる。amp_55 はモーターの電流値で
rsv_55 の入力に対する出力値であるが、モーターへの電力供給状態を示すモニタリング変
数でもある。例えば amp_55 が 0 値をもてば、モーターへの電力が遮断されていることがわ
かる。なお、amp_55 は変数群 1．の変数でもあり、rpv_55 と強い相関関係（0.89）を有し
ていた。
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図 25

入力変数 rsv_55 と出力変数 rpv_55 の散布図

表示はデータを一時間おきに間引いた（ダウンサンプリング）のプロットである。0 値
がない rsv_55 に対して rpv_55 は 0 値をもち広く分布していた。

図 26 に rsv_55、rpv_55、amp_55 の時系列プロットを示す。amp_55 は 0～30 辺りを頻繁
に往復している。25～30 で多少変動をしていたが、rpv_55、rsv_55 のようなトレンドを伴
うような変動ではなく、概ね 25 に近い一定値で推移した。rpv_55 は amp_55 が 0 値のとき
は amp_55 の値をもち、amp_55 が安定すると rsv_55 の値をもつように rpv_55 は rsv_55 と
amp_55 の両変数のトレンドを有していた。

図 26

rsv_55、rpv_55、amp_55 の推移

rpv_55 は rsv_55 と amp_55 の両変数のトレンドを有していた。
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（斜線背景：故障時、赤線背景：黒点不良多発期、ドット背景：スクリュー交換後）

rpv_55 は、rsv_55 と amp_55 との間に(5)式のような関係を有していると考える。
𝐫𝐫𝐫𝐫𝐯𝐯𝟓𝟓𝟓𝟓 = 𝛃𝛃(𝐫𝐫𝐫𝐫𝐯𝐯𝟓𝟓𝟓𝟓 × 𝐚𝐚𝐚𝐚𝐩𝐩𝟓𝟓𝟓𝟓 ) + 𝛃𝛃𝟎𝟎 + 𝛆𝛆𝟎𝟎

(5)

これを肯定するように rsv_55 と amp_55 の積 rsv_55 * amp_55 は rpv_55 と 0.99 という
高い相関係数を示した。
（表 6）
表6

rsv_55、rpv_55、amp_55 の相関係数

rsv_55

rpv_55

amp_55

rsv_55*amp_55

rsv_55

1.00

rpv_55

0.26

1.00

amp_55

-0.14

0.89

1.00

rsv_55*amp_55

0.29

0.99

0.88

1.00

fsv_55、fpv_55、amp_55 についても同様であり fpv_55 * amp_55 は fpv_55 と相関係数
0.99 という強い相関係数を示した。
（表 7） また rpv_55 と fpv_55 の相関係数は、1.00 と
非常に強い相関係数だった。（表 8）
表7

fsv_55、fpv_55、amp_55 の相関係数

fsv_55

fpv_55

amp_55

fsv_55*amp_55

fsv_55

1.00

fpv_55

0.30

1.00

amp_55

0.004

0.89

1.00

fsv_55*amp_55

0.33

0.99

0.88

1.00

55 系統について確認した rsv、rpv、fsv、fpv、amp の関係は、65 系統、80 系統でも同様
の関係だった。
表 8 に各系統の rpv と fpv の相関係数を示す。系列が異なっても各変数間の相関係数は
0.9 以上であり強い相関関係だったが、同系列の rpv と fpv は特に強い相関関係だった。
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表8
rpv_55

各系統の rpv、fpv の相関係数

rpv_65

rpv_80

fpv_55

fpv_65

rpv_55

1.00

rpv_65

0.94

1.00

rpv_80

0.91

0.95

1.00

fpv_55

1.00

0.94

0.91

1.00

fpv_65

0.94

1.00

0.95

0.94

1.00

fpv_80

0.91

0.95

1.00

0.91

0.95

fpv_80

1.00

図 23 で確認した黒点不良と高い相関をもつ rsv_55、
fsv_55 は、それぞれ、rpv_55、
fpv_55、
amp_55 について(5)式のような関係をもつことが推察された。

pres_65 の異常
pres_65 に対して他の変数との各相関係数を図 27 に示す。pres_65 と強い相関関係をもつ
変数は各系列の rpv、fpv、amp だった。

図 27

X 号機モニタリングデータと pres_65 の相関係数

表 8 から rpv と fpv は非常に強い相関を示すから、fpv を除いて pres、rpv、amp の時系
列プロットを図 28 に示す。
各系列の amp は、各 amp の一定値と 0 値の変動を繰り返している。所々大きな変動を示す
が、これらは生産調整区間で生じている。生産調整時には材料品質安定のため、短時間だけ
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押出機を起動し、押出機内の材料を入替えており、この時のスクリュー駆動の初期負荷が
amp に現れたと推察する。注目したのは、2020 年 1 月中旬の生産調整区間の pres_65 と他
系列の pres と挙動が異なっていた点である。pres_65 と強い相関関係の rpv_65 と amp_65
は稼働状態にも関わらず、この区間の pres_65 だけ徐々に圧力が減少していた。これは、シ
リンダー内に材料が十分に満たされていない原料切れの場合と挙動が似ていた。またブロ
ー成形の識者からは、溶融したプラスチックがスクリューの上流で付着して材料の流路が
狭められ、材料の供給量が減少する「ネッキング」という現象が起きていたのではないかと
の指摘もあった。いずれにしても成形日誌には特別な記載がなく、この時点の状況を確認で
きないが、恐らく 65 系統にだけなんらか異常が生じていたと推察する。pres はスクリュー
駆動と連係し rpv と強い相関関係を示すが、原料切れなどの異常が生じることでスクリュ
ー駆動との強い相関が崩れて連係しないことがある。なお、この生産調整区間後は、製品 C
を生産し 2020 年 1 月 19 日から製品 N を生産して黒点不良が多発した。

スクリューデザイン変更による pres_55 の変化
また 55 系列では、2020 年 2 月 10 日にデザインを変更したスクリューを交換した。これ
によって、図 20、図 21 にて既述したように rsv_55 をわずかに変更した。図 28 では amp_55
には変化がなかったが、pres_55 は高くなっていた。55 系統のスクリューデザインの変更に
より、pres と rsv、rpv の関係が変化した。
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図 28

pres、rpv、amp の推移

（斜線背景：故障時、赤横線背景：黒点不良多発期、ドット背景：スクリュー交換後）
pres‗65 赤横線背景右に他 pres では見られない凹み（圧力減少）がある。

fb_t の上昇
温度制御系変数の中で黒点不良と最も強い相関関係を示した fb_55_t に対し、各変数との
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相関係数を図 29 に示す。

図 29

X 号機モニタリングデータと fb_55_t の相関係数

fb_55_t は、他の系統の fb_t とも強い相関関係があり、他の温度制御系変数とも比較的
強い相関関係をもっていた。55 系統の温度制御系変数の中では、fb_55_t と隣接している
c1_55_t、逆に最も遠い位置にあるダイヘッド d1_t、head_t、lip_t が相対的に強い相関関
係だった。スクリュー駆動系変数との相関係数は低めだが、その中では各系統の fsv と相対
的に強い相関関係だった。一方、負の相関もあり、pres_55 と rsv_80 とは弱い負相関があ
った。
図 29 を参考にピックアップした変数の時系列プロットを図 30 に示した。それらの変数と
しては、fb_55_t と同一の 55 系統からは、強い相関関係をもつ温度制御系変数の c1_55_t、
スクリュー駆動系変数で相対的に強い相関関係だった fsv_55、その入力変数 rsv_55、およ
び負の相関をもつ pres_55 を選択した。また、ダイヘッドから d3_t を選択した。
fb_55_t は当初 45℃程度だったが、2019 年 8 月下旬頃から 50℃程度に上がり、2019 年 10
月末の欠測区間に達するまで続いた。欠測区間後には 40℃辺りまでに戻っていたが、しば
らくは 50℃を超えるような状態になるなど不安定な状態が続いた。冬期休業後も 50℃を超
えるような高温が続き、更に 2020 年 1 月 10 日から 16 日にかけて 60℃を超える高温を示し
た。その後、一旦 55℃以下に下がったが 20 日以降再び 60℃近くまで上昇するなど高温で
不安定な状態が 2 月頃まで続いた。この頃は製品 N の黒点不良が多発した時期である。
ただし、2 月のスクリュー交換後は状況が好転し、40℃あたりで安定した状態がデータ収
集期間終了まで続いた。現場関係者に温度が下がった理由を確認したところ、通常、fb_55_t
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は、スクリュー停止時に上昇することがあり、冷却水を止めないようにして上昇を抑えるよ
うに改善したとのことだった。

図 30

fb_55_t とその他変数の推移比較

（斜線背景：故障時、赤線背景：黒点不良多発期、ドット背景：スクリュー交換後）

図 30 において、ピックアップした変数のうち、fb_55_t と同様に 1 月～2 月に特徴的な変
化があったのは d3_t 以外の変数だった。
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c1_55_t は、スクリュー交換前に 180℃だったのが、その交換後に 170℃に下げられてい
る。既述の通り pres_55 は、3 から 10 と高くなった。rsv_55（fsv_55）では大きな変更は
なかった。他の温度制御系変数も図 31～図 34 に示す。

図 31

55 系統の温度制御系モニタリングデータ

各変数は中心化してプロットした。凡例に各変数の平均値を示す。
（斜線背景：故障時、赤線背景：黒点不良多発期、ドット背景：スクリュー交換後）
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図 31 をみると fb_55_t は 2020 年 2 月以降、変動が抑えられ平均より下がっている。

図 32

65 系統の温度制御系変数モニタリングデータ

各変数は中心化してプロットした。凡例に各変数の平均値を示す。
（斜線背景：故障時、赤線背景：黒点不良多発期、ドット背景：スクリュー交換後）

図 32 は fb_65_t は 2020 年 1 月中は高めで変動していたが、2 月以降も値は下がったもの
の変動を繰り返していた。
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図 33

80 系統の温度制御系変数モニタリングデータ

各変数は中心化してプロットした。凡例に各変数の平均値を示す。
（斜線背景：故障時、赤線背景：黒点不良多発期、ドット背景：スクリュー交換後）

図 33 をみると、fb_80_t は 2020 年 1 月中旬に一時上がったが、その他の時期は安定して
いた。
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図 34

ダイヘッドの温度制御系変数モニタリングデータ

各変数は中心化してプロットした。凡例に各変数の平均値を示す。water_t は型締機の
金型冷却水を示す。
（斜線背景：故障時、赤線背景：黒点不良多発期、ドット背景：スクリュー交換後）

各系の温度制御系変数とも fb_t、シリンダ内プラスチック材料温度 poly_t、パリソン温
度 parison_t を除いて、平均値は異なるが類似した推移を示した。細かな変動は c1_t で多
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少認められる程度で、その他では安定していた。

4.5. 肌荒れ不良と各変数の相関関係
図 35 に肌荒れ不良と各変数との相関関係を示す。黒点不良の場合とは対照的に、温度制
御系変数が正の相関の方向を示した。また、rsv、fsv のスクリュー駆動系の入力変数が負
の相関を示した。

図 35

X 号機モニタリングデータと肌荒れ不良の相関係数

4.6. まとめ
X 号機のモニタリングデータの概要として定時停止、欠測について確認した。
次に、X 号機で生産する製品 N、製品 C の製造条件を比較し、イベントなどによって同一
製品でも製造条件を調整すること、任意の変数変更は、他の変数も連動して変更することを
確認した。
次に、黒点不良数およびモニタリング変数の相関関係を確認した。pres_65 がもっとも黒
点不良数と高い相関係数を示したが、全体として相関係数は 0.3～-0.1 程度であり黒点不
良に対してとりわけ強い相関関係を示す変数はなかった。
スクリュー駆動系変数、温度制御系変数は変数間で強い相関関係を示す変数群だった。ま
た黒点不良は熱酸化劣化反応に基づいて発生するが、黒点不良数との相関性は温度制御系
変数よりもスクリュー駆動系変数の方が強かった。
スクリュー駆動系変数の関連性について相関係数から次のことが確認できた。
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入力変数の rsv_55、rsv_65、rsv_80 のうち、rsv_80 だけは黒点不良数と負相関であ
る。



スクリュー駆動系変数 rpv は、入力変数 rsv と amp の積の関数で表すことができる。
モーター制御の変数 fpv、fsv も amp を介して rpv、rsv と同様の関係を示す。fpv は
rpv と非常に強い相関を示すため、両変数は同一と考えてもよい。

モニタリングデータ変数の中で、黒点不良数との正相関が強い pres‗65 について、次のこ
とを確認した。


pres は rpv と強い相関を示すが、原料供給の異常により相関関係が崩れることがあ
る。



1 月中旬の生産調整区間で pres_65 だけ減少した。65 系統で原料切れ、またはネッキ
ングと類似した異常現象が生じた恐れがある。

また、スクリューデザインの変更により rpv と pres の関係が変化することも確認した。
温度制御系変数の中で黒点不良数と正相関が強い fb‗55‗t と他系列の fb‗t について次の
ことを確認した。


各系統の fb_t と強い相関関係をもつ。



製品 N で黒点不良が多発した時期（2020 年 1 月 20 日～29 日）を含む 1 月中に 50～
60℃近くの高温で不安定な状態が続いた。



冷却水を流し続けるなどにより 2 月以降は温度が安定し平均以下の状態が続くよう
になった。



fb_80_t は 1 月中旬に高温になったが、その他の時期は平均近くで安定していた。



fb_65_t は 2 月以降も不安定で平均以上の状態が続いた。

次に肌荒れ不良数と各変数の相関関係を確認した。次のことがわかった。


肌荒れ不良数と温度制御系変数が正相関を示した。



肌荒れ不良数と rsv、fsv のスクリュー駆動系の入力変数が負の相関を示した。
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5. 研究に用いる方法論（回帰分析）
入力ベクトル𝒙𝒙と出力値𝑦𝑦を対にもつデータ(𝒙𝒙, 𝑦𝑦)が多数観測されるような設定において、

入力と出力の間の関係について推論する問題を教師あり学習と呼ぶ。教師あり学習では判
別分析と回帰分析があるが、本研究では回帰分析を扱う。

本章では、まず、統計モデルである回帰分析手法から説明する。続いて、複数構築される
回帰モデルから予測の観点で適切なモデルを選択する交差検証法と統計モデルに基づく
AIC、BIC について述べる。そして機械学習手法であるアンサンブル学習にもとづく回帰手
法について説明する。最後に Python における回帰分析モジュールについてまとめている。

5.1. 統計モデルによる回帰分析
(28)

本節では、文献

をもとに説明する。まずは、最も一般的な最小二乗法について説明し、

続いて最小二乗法の問題とその解消法として正則化法を挙げ、Lasso、Ridge について説明
する。次に目的変数の変換により線形推測を可能とする一般化線形モデルとして、観測誤差
の確率分布にポアソン分布を適用したポアソン回帰とその正則化手法について触れる。

5.1.1. 最小二乗法（OLS：The ordinary least squares estimates）
𝑇𝑇

連続値を取る目的変数𝑦𝑦(∈ ℝ)と p 次元説明変数𝒙𝒙 = �𝑥𝑥1 , … , 𝑥𝑥𝑝𝑝 � に関して𝑛𝑛個の観測データ

{(𝑦𝑦𝑖𝑖 , 𝒙𝒙𝑖𝑖 ); 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑛𝑛}が得られたとき、目的変数と説明変数の関係を表わす線形回帰モデルは、
𝒚𝒚𝒊𝒊 = 𝜷𝜷𝟏𝟏 𝒙𝒙𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜷𝜷𝟐𝟐 𝒙𝒙𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜷𝜷𝟑𝟑 𝒙𝒙𝒊𝒊𝒊𝒊 + ⋯ + 𝜷𝜷𝒑𝒑 𝒙𝒙𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜺𝜺𝒊𝒊 ,

(6)

𝒊𝒊 = 𝟏𝟏, … , 𝒏𝒏

である。なお、𝛽𝛽1 , … , 𝛽𝛽𝑝𝑝 は回帰係数を表わすパラメータ、𝜀𝜀1 , … , 𝜀𝜀𝑝𝑝 は観測誤差を表わし、互い
に独立な期待値 0、分散𝜎𝜎 2 (𝜎𝜎 > 0)をもつ確率変数である。
パラメータ𝛽𝛽1 , … , 𝛽𝛽𝑝𝑝 の推定について、誤差二乗和
𝒏𝒏

𝒏𝒏

𝒑𝒑

𝒊𝒊=𝟏𝟏

𝒊𝒊=𝟏𝟏

𝒋𝒋=𝟏𝟏

𝟐𝟐

𝑺𝑺(𝜷𝜷) = � 𝜺𝜺𝟐𝟐𝒊𝒊 = � �𝒚𝒚𝒊𝒊 − � 𝒙𝒙𝒊𝒊𝒊𝒊 𝜷𝜷𝒋𝒋 �
𝑇𝑇

を最小にする𝜷𝜷 = �𝛽𝛽1 , … , 𝛽𝛽𝑝𝑝 � を求める方法を「最小二乗法」という。

(7)
𝑇𝑇

変数やパラメータをベクトルや行列を用いて簡潔に𝑋𝑋 = (𝒙𝒙1 , … , 𝒙𝒙𝑝𝑝 )、𝒙𝒙𝑗𝑗 = �𝑥𝑥1𝑗𝑗 , … 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 � 、

𝒚𝒚 = (𝑦𝑦1 , … 𝑦𝑦𝑛𝑛 )𝑇𝑇 と表現すると回帰モデル式は(8)式
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𝒚𝒚 = 𝑿𝑿𝑿𝑿 + 𝜺𝜺

(8)

𝑺𝑺(𝜷𝜷) = ‖𝜺𝜺‖𝟐𝟐𝟐𝟐 = ‖𝒚𝒚 − 𝑿𝑿𝑿𝑿‖𝟐𝟐𝟐𝟐

(9)

と表わされ、誤差二乗和(7)式は、(9)式

となる。ここで、‖∙‖2 は𝐿𝐿2ノルムを表わす。パラメータ𝜷𝜷の最小二乗推定量は𝑆𝑆(𝜷𝜷)をベクト
ル𝜷𝜷について偏微分することで得られる(10)式

𝝏𝝏𝝏𝝏(𝜷𝜷)
= −𝟐𝟐𝑿𝑿𝑻𝑻 (𝒚𝒚 − 𝑿𝑿𝑿𝑿) = 𝟎𝟎
𝝏𝝏𝝏𝝏

(10)

𝜷𝜷𝑳𝑳𝑳𝑳 = (𝑿𝑿𝑻𝑻 𝑿𝑿)−𝟏𝟏 𝑿𝑿𝑻𝑻 𝒚𝒚

(11)

を解くことで得られる。𝜷𝜷の最小二乗推定量は𝑋𝑋 𝑇𝑇 𝑋𝑋が正則のとき、

で与えられる。

ここでは、𝛽𝛽1 , … , 𝛽𝛽𝑝𝑝 の絶対値を変数の重要性と結びつけるため、目的変数は中心化、説明

変数は標準化する。
𝒏𝒏

𝒏𝒏

𝒏𝒏

𝟏𝟏
� 𝒚𝒚𝒊𝒊 = 𝟎𝟎,
𝒏𝒏

𝟏𝟏
� 𝒙𝒙𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝟎𝟎,
𝒏𝒏

𝒊𝒊=𝟏𝟏

𝟏𝟏
� 𝒙𝒙𝟐𝟐𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝟏𝟏,
𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏

𝒊𝒊=𝟏𝟏

𝒋𝒋 = 𝟏𝟏, … , 𝒑𝒑

(12)

5.1.2. 正則化法
最小二乗法は、次の条件をもつとき、(11)式の逆行列(𝑋𝑋 𝑇𝑇 𝑋𝑋)−1 が計算できない、あるいは

各要素の値が極端に大きくなるといった現象が起きてしまう。


説明変数間の相関が非常に高い。



説明変数の数(𝑝𝑝)がサンプルサイズ(𝑛𝑛)に近い、あるいは超えている。

このような問題を解消するために正則化法とよばれる方法がよく用いられる。

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝑺𝑺𝝀𝝀 (𝜷𝜷) = 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 �
𝜷𝜷

𝜷𝜷

𝟏𝟏
𝑺𝑺(𝜷𝜷) + 𝝀𝝀𝝀𝝀(𝜷𝜷)�
𝟐𝟐𝟐𝟐

(13)

正則化法とは、正則化項𝑅𝑅(𝜷𝜷) (≥ 0) （𝑆𝑆(𝜷𝜷)の値が大きくなるときは小さくなり、𝑆𝑆(𝜷𝜷)の
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値が小さくなるときは大きくなるベクトル𝜷𝜷の実数値関数）を𝑆𝑆(𝜷𝜷)に加えた(13)式の最小化
によりパラメータの推定量を得る方法である。𝜆𝜆(≥ 0)は正則化パラメータである。𝜆𝜆を大き

くすると正則化項の影響は大きくなり、𝜆𝜆を小さくすると正則化項の影響は小さくなる。正
則化項𝑅𝑅(𝜷𝜷)の関数形と正則化パラメータ𝜆𝜆を適切に選ぶと最小二乗推定量よりも安定した
推定量を得ることができるようになる。

Lasso(least abusolute shrinkage and selection operator)
Lasso 法は、1996 年 Tibshirani が提案した回帰モデルに対する変数選択手法

(29)

である。

回帰係数ベクトルに L1 ノルムの制約を課した正則化法に基づき推定を行う。最小二乗法
では不安定になるケースや最小二乗推定量が一意に得られない𝑛𝑛 < 𝑝𝑝に対しても安定的に回
帰係数が推定可能であると同時に、多くの変数の回帰係数をぴったり 0 にできることから
変数選択が可能である。
Tibsirani

(29)

は線形回帰モデルの回帰係数の推定法として(14)式の Lasso を提案した。

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
𝜷𝜷

𝟏𝟏
‖𝒚𝒚 − 𝑿𝑿𝑿𝑿‖𝟐𝟐𝟐𝟐 ,
𝟐𝟐𝟐𝟐

𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 𝒕𝒕𝒕𝒕 ‖𝜷𝜷‖𝟏𝟏 ≤ 𝒔𝒔

(14)

ここで、‖𝜷𝜷‖1 = |𝛽𝛽1 | + ⋯ + �𝛽𝛽𝑝𝑝 �であり、𝑠𝑠(> 0)は制約の強さを強調する調整パラメータであ
る。Lasso に基づいてパラメータを推定することで、いくつかのパラメータの推定値をぴっ

たり 0 に縮小する。一般に、𝑠𝑠を大きくすると 0 と推定されるパラメータの数は少なくなり、

𝑠𝑠を小さくすると 0 と推定されるパラメータの数は多くなる。(14)式は、次の(15)式のラグ

ランジュ未定乗数法の形の式をパラメータ𝜷𝜷に関して最小化することにより得られる解と
同値であると示され、Lasso は正則化法である。

𝑺𝑺𝝀𝝀 (𝜷𝜷) =

𝟏𝟏
‖𝒚𝒚 − 𝑿𝑿𝑿𝑿‖𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝝀𝝀‖𝜷𝜷‖𝟏𝟏
𝟐𝟐𝟐𝟐

(15)

正則化パラメータ𝜆𝜆は、調整パラメータ𝑠𝑠と対応し、𝜆𝜆が小さくなることと𝑠𝑠が大きくなるこ
とは対応しており、0 と推定されるパラメータが少なくなる。𝜆𝜆が大きくなることと𝑠𝑠が小さ
くなることは対応しており、0 と推定されるパラメータが多くなる。
サンプルサイズより変数の数が大きい場合、最小二乗法で、最小二乗推定値は一意に求ま
らないが、Lasso は実行可能である。
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Ridge
Ridge 回帰は正則化項に𝐿𝐿2 ノルム‖𝜷𝜷‖2 = 𝛽𝛽12 + ⋯ + 𝛽𝛽𝑝𝑝2 を採用したものである。Ridge は

Hoerl, A, E. and Kennard, R. W. (1970)

𝑺𝑺𝝀𝝀 (𝜷𝜷) =

(30)

が提案した。目的関数

𝟏𝟏
‖𝒚𝒚 − 𝑿𝑿𝑿𝑿‖𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝝀𝝀‖𝜷𝜷‖𝟐𝟐
𝟐𝟐𝟐𝟐

(16)

を最小化させる。Ridge は罰則項（正則化項）を与えることで n<p においても安定的な線
形回帰の推定を可能とさせた。Lasso と異なり、Ridge による𝜷𝜷の推定量は
� = �𝑋𝑋 𝑇𝑇 𝑋𝑋 + 2𝑛𝑛𝑛𝑛𝐼𝐼𝑝𝑝 �−1 𝑋𝑋 𝑇𝑇 𝒚𝒚
𝜷𝜷

(17)

として、解析的に求められる。Ridge はいかなる係数も 0 にしないため説明性を高めたモ
デルの構築が容易ではない。

5.1.3. ポアソン回帰（一般化線形モデル：GLM）
一般化線形モデル（Generalized Linear Model）は Nelder and Wedderburn(1972)により
提案され

(31)

、正規分布になじまない確率変数に対しても統一的な線形推測が可能となるよ

うにした。
GLM は次の 3 つの成分で規定されるモデルである。


ランダム成分：目的関数𝑦𝑦𝑖𝑖 が従う指数型分布族の確率分布（正規分布、二項分布、ポ

アソン分布など）


系統的成分：OLS などで考える説明変数の線形結合のことで GLM では線形予測子𝜂𝜂と
呼ぶ
𝒑𝒑

𝜼𝜼𝒊𝒊 = � 𝜷𝜷𝒋𝒋 𝒙𝒙𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝒙𝒙𝑻𝑻𝒊𝒊 𝜷𝜷
𝒋𝒋=𝟎𝟎



連結関数:目的変数𝑦𝑦𝑖𝑖 の期待値𝜇𝜇𝑖𝑖 と線形予測子𝜂𝜂𝑖𝑖 とを連結する関数𝑔𝑔(. )である
𝒈𝒈(𝝁𝝁𝒊𝒊 ) = 𝜼𝜼𝒊𝒊 = 𝒙𝒙𝑻𝑻𝒊𝒊 𝜷𝜷

(18)

(19)

ポアソン回帰モデルでは、ランダム成分としてポアソン分布(20)式を適用し、連結関数は
一般的にlog ()を適用した GLM である。
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𝒇𝒇(𝒀𝒀 = 𝒚𝒚|𝒙𝒙) =

𝝁𝝁𝒚𝒚 exp(−𝝁𝝁)
,
𝒚𝒚!

(𝒚𝒚 = 𝟎𝟎, 𝟏𝟏, 𝟐𝟐, … )

(20)

ポアソン回帰モデルは非負の整数値をとる目的変数𝑦𝑦𝑖𝑖 といくつかの要因の関係性を捉え

るための統計モデルとして提案されている。

GLM の回帰係数の推定は最尤推定が用いられる。対数尤度関数を最大にする最尤推定量𝛽𝛽̂

は非線形最適化手法を用いて求める。ここに、𝛽𝛽0 は切片である。
𝒏𝒏

𝟏𝟏
𝒍𝒍(𝜷𝜷𝟎𝟎 , 𝜷𝜷) = �[𝒚𝒚𝒊𝒊 log 𝝁𝝁𝒊𝒊 − 𝝁𝝁𝒊𝒊 − log 𝒚𝒚𝒊𝒊 !]
𝒏𝒏
=

𝒊𝒊=𝟏𝟏
𝒏𝒏

𝟏𝟏
��𝒚𝒚𝒊𝒊 �𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝒙𝒙𝑻𝑻𝒊𝒊 𝜷𝜷� − exp�𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝒙𝒙𝑻𝑻𝒊𝒊 𝜷𝜷� − log 𝒚𝒚𝒊𝒊 !�
𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏

(21)

なお、GLM でランダム成分に正規分布、連結関数に恒等関数を適用した場合は OLS と一致
する。

正則化法
Ridge を用いて推定する場合は、正則化対数尤度関数(22)式をパラメータ𝛽𝛽0 , 𝜷𝜷について
𝒏𝒏

𝟏𝟏
��𝒚𝒚𝒊𝒊 �𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝒙𝒙𝑻𝑻𝒊𝒊 𝜷𝜷� − exp�𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝒙𝒙𝑻𝑻𝒊𝒊 𝜷𝜷� − log 𝒚𝒚𝒊𝒊 !� − 𝝀𝝀‖𝜷𝜷‖𝟐𝟐𝟐𝟐
𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏

(22)

を最大化する。Lasso を用いて推定する場合は、正則化対数尤度関数(23)式をパラメータ
𝛽𝛽0 , 𝜷𝜷について

𝒏𝒏

𝟏𝟏
��𝒚𝒚𝒊𝒊 �𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝒙𝒙𝑻𝑻𝒊𝒊 𝜷𝜷� − exp�𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝒙𝒙𝑻𝑻𝒊𝒊 𝜷𝜷� − log 𝒚𝒚𝒊𝒊 !� − 𝝀𝝀‖𝜷𝜷‖𝟏𝟏
𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏

(23)

を最大化する。

5.2. モデル選択基準
決定係数(𝑅𝑅 2 )は以下の式で計算され、出力の実測値（𝑦𝑦𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑖𝑖 ）と出力の推定値（𝑦𝑦𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑖𝑖 ）の

相関係数の二乗を表わす。
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𝑅𝑅 2 は𝑦𝑦𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑖𝑖 と𝑦𝑦𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑖𝑖 が完全に一致する場合に 1 となり、1 に近いほど精度の高い予測が行え

ていることを表わす

(32)

。

𝑹𝑹𝟐𝟐 = 𝟏𝟏 −

∑𝒊𝒊�𝒚𝒚𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐,𝒊𝒊 − 𝒚𝒚𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑,𝒊𝒊 �
∑𝒊𝒊�𝒚𝒚𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐,𝒊𝒊 − 𝒚𝒚
�������
𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐

𝟐𝟐

𝟐𝟐

(24)

𝑇𝑇

目的変数𝑦𝑦と𝑝𝑝個の説明変数𝒙𝒙 = �𝑥𝑥1 , … , 𝑥𝑥𝑝𝑝 � に関して観測された𝑛𝑛組のデータ{(𝑦𝑦𝑖𝑖 , 𝒙𝒙𝑖𝑖 ); 𝑖𝑖 =

1, … , 𝑛𝑛}に対して、(8)式をより一般的にした回帰モデル
𝒚𝒚𝒊𝒊 = 𝒖𝒖(𝒙𝒙𝒊𝒊 ; 𝜷𝜷) + 𝜺𝜺𝒊𝒊 ,

𝒊𝒊 = 𝟏𝟏, … , 𝒏𝒏

� として推定したモデルを
を想定する。ここで𝜷𝜷の推定値を𝜷𝜷
��
𝒚𝒚 = 𝒖𝒖�𝒙𝒙; 𝜷𝜷

とする。このモデルの構築に基づいた観測値とその推定値の残差の平方和 RSS は
𝒏𝒏

� ��𝟐𝟐
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 = ��𝒚𝒚𝒊𝒊 − 𝒖𝒖�𝒙𝒙𝒊𝒊 ; 𝜷𝜷

(25)

(26)

(27)

𝒊𝒊=𝟏𝟏

である。いくつかあるモデルのうち、最も次数の高い複雑なモデルで小さくなり、予測の観
点からは残差平方和は変数選択の基準としては適切ではない。
一方、予測二乗誤差は観測データとは独立した未だ観測されていない将来のデータ集合
{(𝑧𝑧1 , 𝑥𝑥1 ), … , (𝑧𝑧𝑛𝑛 , 𝑥𝑥𝑛𝑛 )}に対してすでに観測されたデータに基づいて構築したモデルとの残差

の平方和 PSS

𝒏𝒏

𝟐𝟐

� ��
𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 = ��𝒛𝒛𝒊𝒊 − 𝒖𝒖�𝒙𝒙𝒊𝒊 ; 𝜷𝜷
𝒊𝒊=𝟏𝟏

(28)

の期待値 PSE
𝒏𝒏

𝟐𝟐

� �� �
𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 = � 𝑬𝑬 ��𝒛𝒛𝒊𝒊 − 𝒖𝒖�𝒙𝒙𝒊𝒊 ; 𝜷𝜷
𝒊𝒊=𝟏𝟏

(29)

の推定量、すなわち予測二乗誤差の推定量を求めることがモデル評価としては重要である。
観測されたデータのみから予測の観点に基づいて予測二乗誤差を推定し、モデルを評価す
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る方法である。モデル選択基準についてクロスバリデーションと統計モデルに基づく AIC、
BIC について説明する。

5.2.1. クロスバリデーション（交差検証法:Cross-Validation）
クロスバリデーションはモデルの推定に用いるデータとモデルの評価に用いるデータを
分離して予測二乗誤差の推定を行う方法である。

K 分割交差検証法（𝒌𝒌-fold cross-validation）
𝑛𝑛個の観測データを𝑘𝑘個のデータ集合{𝜒𝜒1 , … , 𝜒𝜒𝑘𝑘 }に分割する。ただし、分割は各データ集合

に含まれるデータの個数がほぼ等しくなるように行われるとする。分割した𝑖𝑖番目のデータ
集合𝜒𝜒𝑖𝑖 を除く(𝑘𝑘 − 1)個のデータ集合でモデルを推定し、このモデルを取り除いた𝑛𝑛/𝑘𝑘個のデ

ータを含む𝜒𝜒𝑖𝑖 で評価する。このプロセスを𝑖𝑖 = 1, … , 𝑘𝑘に対して順に実行して、その平均値を
予測二乗誤差の推定値とする。

𝒌𝒌

𝟏𝟏
� ��
𝑪𝑪𝑽𝑽 = ��𝒚𝒚𝒊𝒊 − 𝒖𝒖�𝒙𝒙𝒊𝒊 ; 𝜷𝜷
𝟐𝟐
𝒌𝒌
𝒊𝒊=𝟏𝟏

(30)

5.2.2. 情報量規準
AIC（赤池情報量規準:Akaike Information Criterion）
AIC(31)式は Akaike（1973, 1974）が提唱した情報量規準である。情報量規準とは構築し
た統計的モデルを確率分布で表現して、データを発生した真の確率分布との距離を
Kullback-Leibler 情報量（Kullback and Leibler, 1951）を用いて予測の観点から基準に
測る考え方である

(33)

。
� � + 2𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = −2 log 𝑓𝑓�𝒚𝒚�𝜽𝜽

(31)

多数のパラメータで特徴付けられたモデルほど、観測したデータへのモデルの当てはまり

はよい。しかし、複雑すぎるとモデルは将来の現象予測に有効に働かない。モデルのデータ
� )で捉え、モデルの複雑さに対するペナルティとしてモ
への適合度を最大対数尤度 log 𝑓𝑓(𝒚𝒚|𝜽𝜽
デルの自由度𝑑𝑑𝑑𝑑を組み込んでいる

(34)

。比較対象とするモデルの中で AIC の値を最小とする

モデルを最適なモデルとして選択する。
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BIC（ベイズ型モデル評価基準:Beyesian Information Criterion）
BIC(32)式は Schwarz（1978）が提唱した情報量規準である

5.3. アンサンブル学習

(33)

� � + 𝑑𝑑𝑑𝑑 log 𝑛𝑛
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = −2 log 𝑓𝑓�𝒚𝒚�𝜽𝜽

。
(32)

(35)(36)

文献

を元に説明する。

アンサンブル学習は簡単な統計手法を組合わせて、高精度な予測を行う学習法である。
この方法論は Schapire により提案された。
決定木を基本とするアンサンブル学習法は予測誤差から逐次更新して改善するブーステ
ィングとブートストラップ標本に基づくバギングに大別される。予測の観点からモデルの
選択基準としては CV が挙げられる。
本節では、まずブースティングとバギングの根幹となるアルゴリズムである決定木として
CART による回帰分析ついて説明し、次にバギングと代表的なバギングの手法であるランダ
ムフォレストについて説明する。また線形回帰では回帰係数により確認できた目的変数に
おける各説明変数の影響に対して、決定木では変数重要度を確認する。そこで、本節の最後
に変数重要度について説明する。

5.3.1. 決定木
決定木は、分析結果をグラフィカルに提示できることから解釈が比較的容易であり、目的
変数と説明変数の非線形構造および交互作用を有意義に捉えることができる。また、線形回
帰では正則化が必要である𝑛𝑛 < 𝑝𝑝のデータにも適用でき、解析目的に応じて説明変数尺度の

変換処理を検討する必要がなく利用しやすいといえる分析手法である。決定木は、回帰分析、
判別分析に適用でき、それぞれ回帰木、分類木などと呼ぶこともある。決定木手法として
(37)

Breiman et al.

が提案した CART（Classification And Regression Trees）が典型的であ

る。CART は回帰と分類に適用可能な手法を由来としている。
CART の回帰アルゴリズムについて概要を説明する。1 変量の説明変数と目的変数を例とす
る。
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図 36

決定木

決定木では、図 36 のようなグラフィックスで示すことができる結果を得られることが特
徴である。説明変数の全データ集合がまず、ある基準を元に 2 つの部分集合（ノード）に分
割される。次に各ノードが更なる基準を元に 2 つのノードに分割される。図 36 では最終的
に目的変数が 4 つの葉に分割された。要約すると次の式のようになる。
𝒙𝒙[𝟎𝟎] ≤ 𝟎𝟎. 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓
𝟎𝟎. 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 < 𝒙𝒙[𝟎𝟎] ≤ 𝟑𝟑. 𝟏𝟏𝟑𝟑𝟑𝟑
𝟑𝟑. 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 < 𝒙𝒙[𝟎𝟎] ≤ 𝟑𝟑. 𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖
𝟑𝟑. 𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 < 𝒙𝒙[𝟎𝟎]

� = 𝟎𝟎. 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝒚𝒚
� = 𝟎𝟎. 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕
𝒚𝒚
� = −𝟎𝟎. 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑
𝒚𝒚
� = −𝟎𝟎. 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗
𝒚𝒚

(𝑵𝑵 = 𝟏𝟏𝟏𝟏)
(𝑵𝑵 = 𝟑𝟑𝟑𝟑)
(𝑵𝑵 = 𝟏𝟏𝟏𝟏)
(𝑵𝑵 = 𝟏𝟏𝟏𝟏)

𝑦𝑦�は各葉の推定値であり、通常はそれぞれの葉に属する目的変数の平均値である。従って

CART による回帰分析結果はステップ関数による近似である。

図 37

決定木回帰分析結果（例）
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説明変数の大小関係が変わらなければ、変換処理によっても分割結果は不変であるため説
明変数の尺度変換は不要であり、線形モデルの正則化のように標準化を考慮しなくてよい。
目的変数の分割過程で不要な説明変数はモデル内に含まれないことから変数選択が遂行
されるとみなされる。（𝑛𝑛 < 𝑝𝑝のデータにも適用できる）

先述の線形回帰モデルと同様に連続値を取る目的変数𝑌𝑌(∈ ℝ)と p 次元説明変数𝒙𝒙 =
𝑇𝑇

�𝑥𝑥1 , … , 𝑥𝑥𝑝𝑝 � に関して𝑛𝑛個の観測よりデータ{(𝑦𝑦𝑖𝑖 , 𝒙𝒙𝑖𝑖 ); 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑛𝑛}が得られたとする。
CART 法は次の 3 つのステップを介してモデル構築が進む。


決定木の成長過程：上述のとおりある基準をもとに停止基準に達するまで分割を続け
る。



決定木の刈り込み過程：分割が進んだ決定木のノードを減らして過学習を改善する。



最適な決定木の決定：CV などを介して刈り込んだ決定木から最適基準に適合する決
定木を選択する。

次に各ステップの要点である分割基準、停止基準、複雑度コストを説明する。

分割基準
回帰分析における決定木の成長過程で用いる基準は一般的には残差平方和に1/𝑛𝑛を乗じて
定義される𝑅𝑅(𝑡𝑡)を用いる。
𝑵𝑵(𝒕𝒕)

𝟏𝟏
�(𝒕𝒕)}𝟐𝟐
𝑹𝑹(𝒕𝒕) = �{𝒚𝒚𝒊𝒊 − 𝒚𝒚
𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏

(33)

ここで𝑡𝑡はノードを示し𝑁𝑁(𝑡𝑡)はノード内のデータ数である。ノード𝑡𝑡にある基準𝑠𝑠𝑡𝑡 で 2 分割

されたノードを𝑡𝑡𝐿𝐿 、𝑡𝑡𝑅𝑅 とすると

𝜟𝜟𝜟𝜟(𝒔𝒔𝒕𝒕 , 𝒕𝒕) = 𝑹𝑹(𝒕𝒕) − 𝑹𝑹(𝒕𝒕𝑳𝑳 ) − 𝑹𝑹(𝒕𝒕𝑹𝑹 )

を最大とする基準𝑠𝑠𝑡𝑡∗ = {𝑥𝑥𝑖𝑖(𝑡𝑡) < 𝑐𝑐(𝑡𝑡)}を分割の基準に選択する。

停止基準

決定木成長の停止基準は次の 3 つに達するまで行われる。



Δ𝑅𝑅(𝑠𝑠𝑡𝑡∗ , 𝑡𝑡)があらかじめ規定した値よりも小さくなる
葉すべての𝑁𝑁(𝑡𝑡)が規定した値よりも小さくなる
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葉の数�𝑇𝑇��が規定した値よりも大きくなる

複雑度コスト

各葉の𝑅𝑅(𝑡𝑡) の総和𝑅𝑅(𝑇𝑇) は�𝑇𝑇��が大きくなるほど小さくなるが過学習の恐れがある。そこで

決定木の刈り込みは複雑度コストと呼ばれるペナルティーパラメータ𝛼𝛼(≥ 0)を課した

𝑅𝑅𝛼𝛼 (𝑇𝑇)の最小化から正則化や情報量規準と同様に刈り込むノードを選択する。𝛼𝛼を大きく取

れば刈り込むノードが増え、複雑度コスト(35)式を最適とするツリーが選ばれる。

5.3.2. バギング

��
𝑹𝑹𝜶𝜶 (𝑻𝑻) = 𝑹𝑹(𝑻𝑻) + 𝜶𝜶�𝑻𝑻

(35)

ブートストラップ法を機械学習アルゴリズムに適用して得られる学習アルゴリズムをバ
ギングと呼ぶ。バギングは Breiman により提案された

(38)

。

ブートストラップ法はデータのリサンプリングを行う。つまり n 個のデータ{(𝑦𝑦𝑖𝑖 , 𝒙𝒙𝑖𝑖 ); 𝑖𝑖 =

1, … , 𝑛𝑛}の各データ(𝒙𝒙𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 )を確率1/𝑛𝑛で𝑛𝑛個復元抽出する。復元抽出したデータは大抵同じデ

ータを複数含み、または全く含まれないデータもあり得る。このようなリサンプルしたデー
タセットを複数用意し、このリサンプルデータを用いて決定木による回帰分析を実施する
ものである。複数のデータセットの回帰分析結果の平均値を推定値とする。
バギングでは複数のデータセットを使って予測することで、元のデータに外れ値が混入し
ていても影響を受けにくく、またリサンプリングデータに対する学習は並行して行えるた
め計算も高速化しやすいといった特徴をもつ。

5.3.3. ランダムフォレスト
バギングではデータをランダムに選択して平均化していると解釈できる。ランダムフォレ
ストでは各決定木で使用する説明変数もランダムに選択する。Breiman により提案された

(39)

。

ランダムの要素は標本選択、分岐変数選択である。ランダムフォレストでは決定木のよう
な刈り込みは行われない。分岐基準も決定木とは異なり、𝑠𝑠𝑡𝑡 の部分集合𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢𝑏𝑏 から選択する。
モデル構築のアルゴリズムが異なるもののランダムフォレストの最終的なモデルはバギ

ングと同様である。
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5.3.4. 変数重要度について
ブートストラップサンプルによりランダムフォレストモデルが構築されると各予測子で
はモデル構築に使用されなかったサンプル（out-of-bag サンプル）が得られる。各 out-ofbag サンプルの p 番目の説明変数だけデータの順序をランダムに並び替えて p 番目にノイズ
を入れた状態とみなし、このノイズ入 out-of-bag サンプルによる予測誤差を求める。他の
out-of-bag サンプルも同様に p 番目の説明変数だけをランダムに並び替えて予測誤差を求
め、これらノイズ入の out-of-bag サンプルの予測誤差の平均値と並び替える前の out-ofbag サンプルの予測誤差の平均値との差の大きさは予測に対する p 番目の説明変数の重要
さを示す。この差を p 番目の説明変数の変数重要度という。

5.4. Python の回帰分析モジュール
本研究では、黒点不良を目的変数に、X 号機のモニタリングデータを説明変数とした回帰
分析を各種実施し、予測の観点からモデルを評価する。回帰分析においては Python モジュ
ールを用いた。回帰分析モジュールに関していくつかのモジュールを表 9 にまとめた。
表9

回帰分析 Python モジュール

モジュール

手法

備考

statsmodels.regression.linear_model.OLS.fit ()

OLS

ver.0.12.1

.fit_regularized(L1_wt =0)

Ridge

summary()は未実装

.fit_regularized(L1_wt =1)

Lasso

〃

ポアソン回帰(GLM)

ver.0.12.1

.fit_regularized(L1_wt =0)

ポアソン回帰 Ridge

summary()は未実装

.fit_regularized(L1_wt =1)

ポアソン回帰 Lasso

〃

statsmodels.genmod.generalized_linear_model.GLM
(family=sm.families.Poisson()).fit()

sklearn.linear_model.LinearRegression

OLS

sklearn.linear_model.Ridge

Ridge

sklearn.linear_model.RidgeCV
sklearn.linear_model.Lasso

Lasso

sklearn.linear_model.LassoCV
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sklearn.linear_model.PoissonRegressor

ポアソン回帰(GLM)

sklearn.tree,DecisionTreeRegressor

決定木

sklearn.ensemble.RandomForestRegressor

ランダムフォレスト

poisson(ver.0.24～)

Python では回帰分析モジュールは statsmodels と scikit-learn の 2 種類のモジュールに
大別できる。
statsmodels は R ライクな統計手法による分析が可能であり、統計モデリングの実装が充
実している。最小二乗法および一般化線形モデルも実装されている。さらにこれらの Lasso、
Ridge などによる正則化も fit_regularized()メソッドにより可能である。formula、patsy
によるモデル式の表現により交互作用項の組込も柔軟に可能である。ただし、R のグループ
Lasso などのより発展的な Lasso は確認できなかった。分析結果の出力は AIC、BIC といっ
たモデル選択に有益な情報量規準や残差に関する各種検定結果などが summary()メソッド
でまとめられ、わかりやすく出力される。(fit_regularized()メソッドでは summary()メソ
ッドが未実装であることを確認した。: statsmodels ver. 0.12.1)
一方、scikit-learn（sklearn）モジュールはアンサンブル学習などの機械学習モデリン
グが充実している。OLS や GLM なども機械学習の枠組みで実装されている。データの指定方
法が statsmodels と若干異なるため、両者のモジュールに共用する場合はデータセットに
工夫が必要である。例えば交互作用項の追加は予め交互作用項のカラムを作成しておく。
statsmodels のようにモデルインスタンスの formula では作成できない。また、AIC、BIC な
どの情報量規準の出力を含め統計的モデリングの分析結果の出力は statsmodels ほどの充
実さはない。目的変数、説明変数モデルの当てはまりのよさに関する標準的な出力は
score()メソッドによる決定係数や逸脱度である。このため予測の観点では CV による評価
が基準となる。CV 評価により確率分布を基準とした統計的モデリングとは異なる、モデル
の自由度を決めにくい機械学習モデリングでも統一的に比較できる。
CV 手法については k-fold 法にしても多様な K-fold 法が提案・実装されており充実して
いる。
なお GLM にポアソン回帰は実装されたが正則化は Ridge に留まるなど統計モデルに対す
る実装は statsmodels ほどの充実はない。
また正則化など分析者による選択が任される各種定数、損失評価関数の設定などのハイパ
ーパラメータの最適化は最小二乗法であれば LassoCV、RidgeCV で可能であり、決定木やラ
ンダムフォレストなど、ハイパーパラメータの項目が異なるモデルでも GridSearchCV によ
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り統一的な表現が可能であり、ハイパーパラメータ総当たりによる最適化が実行しやすい。
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6. 研究方法
単位時間当たりの黒点不良数を目的変数とし、X 号機モニタリングデータを説明変数とす
る回帰モデルの分析手順について説明をする。
はじめに回帰分析に使用するデータセットの作成方法を説明する。次に本研究で実施した
回帰分析の手順について説明する。

6.1. データセットの作成
回帰分析に用いるデータは、成形日誌、X 号機モニタリングデータ、イベント情報から入
手した。
成形日誌からは 1 時間毎の不良内訳データと、8 時間毎の製造記録データを作成した。各
作成方法の説明とモニタリングデータの前処理方法を説明する。次に作成した各データの
結合とカテゴリデータの処理について説明し、最後に欠測の処理について説明する。

不良内訳データの作成
成形日誌は 8 時間毎の記録であるが、外観不良の内訳は 1 時間毎の集計だった。不良内訳
データをエクセルファイルに転記した。
記録開始日、記録開始時間、記録終了日、記録終了時間を入力し、不良種別毎に記録開始
から 1～8 時間毎の数量を転記した。
エクセルファイルへの転記では、X 号機のモニタリングデータと連係させるため成形日誌
の日付をそのまま転記せずに修正を加えた。成形日誌の日付は製品の日付に合わせるため、
16:00 以降は翌日の日付に変更するルールとなっており、例えば 2021 年 1 月 1 日 16:00 で
あれば、成形日誌は 2021 年 1 月 2 日 16:00 と記入している。この例で帳票の時系列を説明
すると、1 月 2 日 16:00 の後が 1 月 2 日 00:00 になる。しかし、これでは X 号機のモニタリ
ングデータと連係させる変換処理が必要になるため、一般的な日付に訂正して転記した。例
えば、成形日誌が 2021 年 1 月 2 日 16:00 なら、入力は 2021 年 1 月 1 日 16:00 と転記した。
黒点不良は単位時間当たりの発生本数をそのまま使用した。黒点不良は非負のカウントデ
ータである。設備故障のため生産効率が低下している期間もあり黒点不良数を 1 時間毎の
生産本数で割った黒点不良数/生産本数の比で表わした方が、黒点不良の発生による歩留ま
りへの影響を表わすので、インパクトがあると考えたが、単位時間の生産本数の記録はなく、
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8 時間毎の生産本数からの推定値に過ぎないため、変換はしないことにした。また単位時間
当たりの発生本数の方が比よりも設備由来の現象を本質的に捉えており、現象の要因を明
らかにすることがもっとも関心のあることだったことも理由である。

製造記録データの作成
成形日誌のデータをエクセルファイルにした。同ファイルには 2019 年 8 月 1 日から 2020
年 7 月 20 日分の成形日誌データを取り込んだ。成形日誌の原本は手入力の帳票であり、エ
クセルファイルに転記した。例外もあるが、成形日誌は基本的に 00：00、08：00、16：00 の
8 時間毎に作成される。欠測した日時を除き、データ収集期間すべての成形日誌を入力した。
ただし、入力項目は 8 時間分をまとめたデータのみであり、記録開始日、記録開始時間、記
録終了日、記録終了時間、生産中であれば製品名（N または C）、生産数量、不良全数、吹込
み時間、製品 1 個当たりの製造時間である。生産準備期間中は NP として表現した。
なお、成形日誌からの日時の転記については、不良内訳ファイルと同様の訂正を行った。

モニタリングデータの取込・確認
X 号機モニタリングデータは、社内サーバーから分析環境に取り込んだ。データはエクセ
ルファイル（xlsx 形式）に記録されており、00:00:00～23:59:59 までの 1 日分で 1 ファイ
ルとする日次ファイルであった。このファイルを 2019 年 8 月 1 日から 2020 年 7 月 20 日分
取り込んだ。
データ操作は基本的に Python を用いた。Python の pandas モジュールで日次ファイルを
データフレームに取り込んだ。日次ファイルには、1．温度制御系電流データ、2．温度制御
系データ、圧力計測データ、3．スクリュー駆動系データが 3 つのデータシートにそれぞれ
記録されていた。各データシートのインデックスは記録日時（秒単位）だった。

モニタリングデータ前処理
日次ファイルの各データシートのヘッダーを調整してデータフレームに取込んだ。日次フ
ァイルの変数は、すべて日本語表記だったため、取扱いやすさを考慮して 11.1 節の変数名
に変換し、浮動小数点（float）に型指定した。インデックスを軸に 3 つのデータシートを
1 つのデータフレームに結合して pickle 形式で保存した。
なお、収集期間中に日次ファイルの仕様変更があり対応した。変更事項は、1．冷却ユニ
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ット電流値変数の追加、2．pres_80、pres_65、pres_55 の各変数の出力ゲイン変更、3．日
次ファイル名のルール変更である。変更 1．に対しては、電流系データシートの変数の個数
から追加電流値の有無を判定して全変数について取込みと変数名の変換をした。変更 2．は
出力ゲインが 2020 年 1 月 22 日 10:51 から 1/10 になっていた。関係者から出力ゲイン調整
の事実を確認できたため同時点より前の該当変数をすべて 1/10 倍にした。変更 3．は日次
ファイル名に含まれる 8 桁の年月日が保存日から記録開始日に変更されため、pickle 形式
で保存時に保存ファイル名に含まれる日次をファイル中のインデックスで書き換えること
とした。

モニタリングデータ、不良内訳データ、製造記録データの結合
不良内訳ファイル、製造記録ファイル、モニタリングデータの記録間隔は、それぞれ、1
時間、8 時間、1 秒間隔である。本研究では、単位時間あたりの黒点不良数について回帰分
析を行うため、1 時間間隔でサンプリングを行った。
分析環境のメモリ容量に制約があったため、次のように変換した。
① 温度制御系電流変数を除外した。
② モニタリングデータを 5 秒間隔で平均を取る。
③ ②のデータを標準化
④ 図 38 に示すように 1 時間毎に③のデータを平均（mean）、標準偏差(std)、歪度(skew)
の要約統計量に変換した。

図 38 について補足すると、変数の変動がなければ標準偏差は 0 を示し、変動した場合は
正値を取る。また、その変動が平均からの乖離である幅が大きければ、高い値を示す。
また、歪度は分布の偏りを示し、偏り具合により正負の値をとる。図中は設備停止の事例
であるが、8 月 6 日 3 時と 15 時に短時間停止している。変動の幅は同一であるが、わずか
に 3 時よりも 15 時の方が短時間である。この例の場合、標準偏差はわずかだが、3 時の方
が高い値を示す。一方で、歪度は rsp_55 が正値から 0 値へ変動した場合は、この例のよう
に分布に偏りが生じて負値をもち、わずかに停止時間が長い 3 時の方が分布の偏りがなじ
むため、0 値に近づいている。逆に、停止状態から瞬間的に稼働した場合、歪度は正値をも
つ。

65

6.研究方法

図 38

原系列毎時 720 点から要約統計量毎時 3 点（平均、標準偏差、歪度）への
変換例（rpv_55） 期間：2019-08-06～2019-08-07
実線が原系列データを示し、○、□、△が要約統計量を示す。

一例として、rpv_55 を要約統計量に変換したプロットを図 39 に示す。
2021 年 1 月の中旬に注目すると、原系列では実線が密集している箇所があるが、mean で
はほとんど 0 値を示して、停止状態である。また、std と skew は正値をもっており、瞬間
的な稼働を繰り返している。したがって、この区間では、基本的には設備を停止させている
が、短時間の稼働を繰り返している。
一方で、1 月末から 2 月に掛けての区間に注目すると、mean は正値であり稼働状態にある
ことを示している。しかし、std は正値、skew は負値をもっており、稼働しているが短時間
の停止を繰り返している。
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図 39

要約統計量毎時 4 点（平均、標準偏差、歪度）への変換例(rpv_55)
期間：2019/08～2020/07

（斜線背景：故障時、赤線背景：黒点不良多発期、ドット背景：スクリュー交換後）
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このようにデータの粒度を下げて、不良内訳データ、製造記録データと結合した。

イベントデータの追加、カテゴリデータのダミー変数化
モニタリングデータ𝒙𝒙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 に加えて、イベントデータとしてスクリュー交換前後、作業中を

表わす scrw_old、scrw_new、scrw_o_n の 3 区間に分けた。設備故障の有無を区別するため、

生設備故障による生産速度低下期間を tp_l、設備異常が認められない区間 tp_h の 2 区間に
分けた。この他に、製品 N 生産と製品 C 生産、生産調整中 NP の区間を、それぞれ、product_n、
product_c、product_np の 3 区間に分け、これら 3 カテゴリをカテゴリ毎にダミー変数に変
換した。

説明変数
データセットの変数は次の通りである。モニタリングデータ 51 変数の要約統計量変換に
よるモニタリングデータ変数𝒙𝒙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 は 153 変数である。カテゴリデータ変換後のダミー変数

𝒙𝒙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 は 5 変数である。モニタリングデータ変数𝒙𝒙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 とダミー変数𝒙𝒙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 を合わせて 158 変数

である。

更に交互作用項として、ダミー変数𝒙𝒙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 とモニタリングデータ変数𝒙𝒙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 を掛け合わせた

交互作用項𝒙𝒙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 を作成した。交互作用項𝒙𝒙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 は 765 変数である。データセットの説明変数の

総数は交互作用項を含めると 923 変数である。

欠測処理
成形日誌からサンプリングした黒点不良の欠測区間と X 号機のモニタリングデータの欠
測区間は補間処理せず全て削除して、得られた 6,199 点をモデル構築に用いた。

6.2. 学習データ、テストデータの分割
回帰分析の学習データ、テストデータについては、上記データセットの 20％をテストデ
ータとした。テストデータの抽出はランダムサンプリングせず、2020 年 6 月～7 月 20 日の
データをテストデータとして扱った。
学習データは CV を実施する場合は 5 分割交差検証法とした。分割抽出ではランダムサン
プリングをしなかった。
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6.3. 黒点不良回帰分析モデルの構築
OLS モデル
OLS モデルの構築は次のようにした。
sklearn.linear_model.LinearRegression モジュールを使用した。単位時間あたりの黒点
不良数を目的変数𝒚𝒚として、目的変数に 1 を足して対数化した。
OLS_923（Ex201224_ols_ydi）では、説明変数として 923 変数を用いてモデルとした。
153

5

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚=1

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑=1

765

𝑦𝑦𝑖𝑖 = exp � � 𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖 + � 𝛽𝛽𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑖𝑖 + � 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 + 𝛽𝛽0,𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 � , 𝜀𝜀𝑖𝑖 ～𝑁𝑁(0,1)
, 𝑖𝑖 = 0, … 𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛=1

(36)

黒点不良𝐲𝐲に 1 を足して対数化
153

5

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚=1

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑=1

765

log(𝑦𝑦𝑖𝑖 + 1) = � 𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖 + � 𝛽𝛽𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑖𝑖 + � 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 + 𝛽𝛽0,𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝑖𝑖 ～𝑁𝑁(0,1)
, 𝑖𝑖 = 0, … 𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡=1

(37)

OLS_158（Ex201224_ols_yd）では説明変数を 158 変数を用いてモデルとした。
153

5

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚=1

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑=1

𝑦𝑦𝑖𝑖 = exp � � 𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖 + � 𝛽𝛽𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑖𝑖 + 𝛽𝛽0,𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 � , 𝜀𝜀𝑖𝑖 ～𝑁𝑁(0,1),
𝑖𝑖 = 0, … 𝑛𝑛

(38)

黒点不良𝐲𝐲に 1 を足して対数化
153

5

log(𝑦𝑦𝑖𝑖 + 1) = � 𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖 + � 𝛽𝛽𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑖𝑖 + 𝛽𝛽0,𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝑖𝑖 ～𝑁𝑁(0,1),
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚=1

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑=1

𝑖𝑖 = 0, … 𝑛𝑛

を行っている。

Lasso モデルの構築
Lasso モデルの構築は次のようにした。
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sklearn.linear_model.LassoCV モジュールを使用した。単位時間あたりの黒点不良数を
目的変数𝒚𝒚として、目的変数に 1 を足して対数化した。
lss_923（Ex201224_lss_ydi）では説明変数 923 変数を用いてモデルとした。
153

5

765

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚=1

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑=1

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑦𝑦𝑖𝑖 = exp � � 𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖 + � 𝛽𝛽𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑖𝑖 + � 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 + 𝛽𝛽0,𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 � , 𝜀𝜀𝑖𝑖 ～𝑁𝑁(0,1), (𝑖𝑖 = 0, … 𝑛𝑛)(40)
黒点不良𝑦𝑦に 1 を足して対数化して𝑆𝑆𝜆𝜆 (𝜷𝜷)を最小とする𝜷𝜷により𝐿𝐿1正則化
153

5

765

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚=1

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑=1

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=1

log(𝑦𝑦𝑖𝑖 + 1) = � 𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖 + � 𝛽𝛽𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑖𝑖 + � 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 + 𝛽𝛽0,𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝑖𝑖 ～𝑁𝑁(0,1), (𝑖𝑖 = 0, … 𝑛𝑛)
1
‖log (𝒚𝒚 + 1) − 𝑋𝑋𝜷𝜷‖22 + 𝜆𝜆‖𝜷𝜷‖1 ,
𝑆𝑆𝜆𝜆 (𝜷𝜷) =
2𝑛𝑛
𝜷𝜷 = (𝜷𝜷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝜷𝜷𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 , 𝜷𝜷𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛 )𝑇𝑇 , 𝑋𝑋 = (𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑋𝑋𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 , 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 )𝑇𝑇

(41)

lss_158（Ex201224_lss_yd）では説明変数 158 変数を用いてモデルとした。
153

5

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚=1

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑=1

𝑦𝑦𝑖𝑖 = exp � � 𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖 + � 𝛽𝛽𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑖𝑖 + 𝛽𝛽0,𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 � , 𝜀𝜀𝑖𝑖 ～𝑁𝑁(0,1), (𝑖𝑖 = 0, … 𝑛𝑛) (42)
黒点不良𝒚𝒚に 1 を足して対数化して回帰分析を行った。𝑆𝑆𝜆𝜆 (𝜷𝜷)を最小とする𝜷𝜷により正則化
153

5

log(𝑦𝑦𝑖𝑖 + 1) = � 𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖 + � 𝛽𝛽𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑖𝑖 + 𝛽𝛽0,𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝑖𝑖 ～𝑁𝑁(0,1), (𝑖𝑖 = 0, … 𝑛𝑛)
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚=1

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑=1

1
‖log (𝒚𝒚 + 1) − 𝑋𝑋𝜷𝜷‖22 + 𝜆𝜆‖𝜷𝜷‖1 ,
𝑆𝑆𝜆𝜆 (𝜷𝜷) =
2𝑛𝑛
𝜷𝜷 = (𝜷𝜷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝜷𝜷𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 , 𝜷𝜷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 )𝑇𝑇 , 𝑋𝑋 = (𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑋𝑋𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 , 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 )𝑇𝑇

ポアソン回帰モデルの構築

(43)

ポアソン回帰モデルの構築は次のようにした。
sklearn.linear_model.PoissonRegressor モジュールを使用した。単位時間あたりの黒点
不良数を目的変数𝒚𝒚とした。リンク関数はlog()とした。
poi_923（Ex201224_poi_ydi）では説明変数 923 変数を用いたモデルとした。
153

5
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𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚=1

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑=1

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝜆𝜆 = exp � � 𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖 + � 𝛽𝛽𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑖𝑖 + � 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 + 𝛽𝛽0,𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 � , 𝑦𝑦𝑖𝑖 ～𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝜆𝜆), (𝑖𝑖 = 0, … 𝑛𝑛)(44)
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153

5

765

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚=1

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑=1

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=1

log𝜆𝜆 = � 𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖 + � 𝛽𝛽𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑖𝑖 + � 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 + 𝛽𝛽0,𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 ～𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝜆𝜆), (𝑖𝑖 = 0, … , 𝑛𝑛)(45)
poi_158（Ex201224_poi_yd）では説明変数 158 変数を用いてモデルとした。
153

5

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝜆𝜆 = exp �� 𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖 + � 𝛽𝛽𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑖𝑖 + 𝛽𝛽0,𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 � ,
153

5

log𝜆𝜆 = � 𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖 + � 𝛽𝛽𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑖𝑖 + 𝛽𝛽0,𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 ,
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑦𝑦𝑖𝑖 ～𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝜆𝜆),
𝑦𝑦𝑖𝑖 ～𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝜆𝜆),

(𝑖𝑖 = 0, … , 𝑛𝑛)(46)
(𝑖𝑖 = 0, … , 𝑛𝑛) (47)

決定木モデルの構築
決定木モデル DT_158 の構築は次のようにした。
sklearn.tree,DecisionTreeRegressor モジュールを使用した。変数は𝒙𝒙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 、𝒙𝒙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 とした。

GridSearchCV にてハイパーパラメータを総当たりし、各ハイパーパラメータの組合せにつ

いて、𝑘𝑘分割交差検証法で予測二乗誤差を推定し、この推定値が最小なモデルを選択した。
ハイパーパラメータの設定は文献

(35)

を参考にした。（表 10）

決定木の成長は、min_sample_leaf のみの制約を与えて、複雑度コスト ccp_alpha で刈り
込んだ。ノードの分割基準である criterion では、標準的な平均二乗誤差 mse のほか平均絶
対誤差 mae と目的変数の黒点不良数の頻度分布がポアソン分布に類似していることから
Thernean が提案したポアソン分布に基づく尤度の逸脱度残差を適用したポアソン回帰木法
を加えた。分岐条件に選択可能な説明変数の制約は、None として全変数から最適な変数を
選択することにした。
テストの再現性を得るために、Random_state は固定した。
表 10

決定木モデルのハイパーパラメータ

criterion:

‘poisson’, ‘mse’, ‘mae’

min_sample_leaf:

1,5

ccp_alpha:

0～0.1

max_features:

None,

random_state:

74

CV:

5-fold
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ランダムフォレストモデルの構築
ランダムフォレストモデルの構築は次のようにした。
sklearn.ensemble.RandomForestRegressor モジュールを使用した。変数は𝒙𝒙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 、𝒙𝒙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 と

した。GridSearchCV にてハイパーパラメータを総当たりし、各ハイパーパラメータの組合
せに対し、k 分割交差検証法（CV）で予測二乗誤差を推定し、この推定値が最小なモデルを
選択した。
(35)

ハイパーパラメータは文献

を参考にした。（表 11）

ブートストラップサンプル数(n_estimators)は多いほど分散が抑えられ良いと思われる
が、複数条件を設定した。ランダムフォレストの弱学習器である決定木に関しては分岐の成
長は min_sample_leaf のみの制約として複雑度コスト ccp_alpha は設定せずに刈り込みは
せず当てはまりのよさを追求した。
一方で、分岐条件に選択可能な説明変数の数については決定木のやり方とは異なり、制約
を与えた。ここでは、多様なブートストラップサンプルの作成により過学習の抑制を期待し
た。
またノードの分割基準である criterion では、標準的な平均二乗誤差 mse のほか、平均絶
対誤差 mae とした。決定木モデルでは選択肢に加えたポアソン分布に基づく尤度の逸脱度
残差は、RandomForestRegressor モジュールには提供されていない。
テストの再現性を得るために Random_state を固定した。
表 11

ランダムフォレストモデルのハイパーパラメータ

n_estimators:

100,1000,2000

criterion:

‘mse’, ‘mae’

min_sample_leaf:

1,5

ccp_alpha:

0

max_features:

sqrt,log2

random_state:

74

CV:

5-fold

6.4. 構築モデル選択
6.3 節で構築した黒点不良発生モデルの選択は、各モデルに 6.2 節で分割しておいたテス
72
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トデータをあてはめて、平均二乗予測誤差を算出し、最小の予測誤差を与えるモデルを選択
した。

6.5. 分析環境
本研究の分析環境を記す。

環境 1
プロセッサ：

Intel® Core™ i5-8250U CPU @ 1.6GHz 1.80GHz

実装 RAM：

8.00GB

OS：

Windows 10 Pro (バージョン：1909、OS ビルド 18363.1139)

Anaconda:

1.7.2

Python:

3.7.4

Jupyterlab:

1.1.4

環境 2
プロセッサ：

Intel® Core™ i5-8500T CPU @ 2.10GHz 2.11GHz

実装 RAM：

16.00GB

OS：

Windows 10 Pro (バージョン：1909、OS ビルド 18363.1138)

Anaconda:

1.7.2

Python:

3.8.3

Jupyterlab:

2.1.5
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7. 研究結果
6.3 節に示した手法で回帰分析モデルを構築した結果を示す。

7.1. 黒点不良回帰分析モデル
OLS モデル構築結果
表 12 に 923 変数の OLS モデル OLS_923 と 158 変数の OLS モデル OLS_158 の結果を示す。
表 12
𝑅𝑅 2 (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)

モデル
OLS_923

0.7906

OLS_158

黒点不良 OLS モデル
𝑅𝑅 2 (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)

-9953584

0.6941

0.6467

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)

0.1138

0.1663

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)

4285540

0.1521

図 40、図 41、図 42 に OLS_923 の推定結果と残差プロットを示す。テストデータと推定値
の乖離が著しかった。

図 40

黒点不良 OLS モデル OLS_923 の推定結果
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図 41

黒点不良 OLS モデル OLS_923 の残差プロット

train_pred は製品 N の学習データの推定結果、train_pred_product_c は製品 C の学習
データの推定結果、pred はテストデータの推定結果を示す。

図 41 はテストデータの推定値が著しく大きく、残差も著しく大きい。このため学習デー
タの推定値、残差の確認ができないほどだった。
図 42、図 43 に OLS_158 の推定結果と残差プロットを示す。
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図 42

図 43

黒点不良 OLS モデル OLS_158 の推定結果

黒点不良 OLS モデル OLS_158 の残差プロット

推定値と残差は対数値を示す。train_pred は製品 N の学習データの推定結果、
train_pred_product_c は製品 C の学習データの推定結果、pred はテストデータの推定
結果を示す。

図 43 の残差プロットは対数値を示す。学習データの推定結果は製品 C と製品 N を色分け
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して示す。残差は全体的に右下がりの傾向を示した。推定値 0 と交わる右下がりの直線状の
集団は実測値 0 値との残差である。製品 C の残差（黄）は推定値 0～0.5 の範囲にまとまっ
た。テストデータの推定値（赤）は 1.0～2.0 の範囲にまとまった。

Lasso モデル構築結果
表 13 に変数 923 変数の Lasso モデル lss_923 と変数 158 変数の Lasso モデル lss_158 の
結果を示す。lss_923 は 48 変数が選択され、lss_158 は 61 変数が選択された。
表 13

黒点不良 Lasso モデル

𝑅𝑅 2 (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)

モデル

𝑅𝑅 2 (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒)

lss_923

0.7038

0.7319

0.1610

0.1154

lss_158

0.6589

0.6979

0.1854

0.1301

表 13 は OLS_923 よりも選択した変数が多い lss_158 の方が当てはまりである𝑅𝑅 2 が低かっ

た。図 44、図 45 に lss_923 の推定結果と残差プロットを示す。

図 44

黒点不良 Lasso モデル lss_923 の推定結果
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図 45 黒点不良 Lasso モデル lss_923 の残差プロット
推定値と残差は対数値を示す。train_pred は製品 N の学習データの推定結果、
train_pred_product_c は製品 C の学習データの推定結果、pred はテストデータの推定
結果を示す。

図 45 の残差は対数値を示す。全体的に右下がりの傾向であった。実測値 0 との残差が目
立つ。
製品 C の学習データの推定値が 0～0.5 にまとまっていた。テストデータの推定値は 1.0
～1.5 の範囲にまとまっていた。製品 N の学習データの残差（灰）のばらつきが広がってい
た。
図 46、図 47 に lss_158 の推定結果と残差プロットを示す。
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図 46

図 47

黒点不良 Lasso モデル lss_158 の推定結果

黒点不良 Lasso モデル lss_158 の残差プロット

推定値と残差は対数値を示す。train_pred は製品 N の学習データの推定結果、
train_pred_product_c は製品 C の学習データの推定結果、pred はテストデータの推定
結果を示す。

図 47 は右下がりの傾向を示した。実測値 0 との残差が目立ち、製品 C の学習データの推
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定値は 0～0.5 の範囲にまとまった。テストデータの推定値は実測値 0 の直線上と 1.2～1.5
に分かれてまとまっていた。
図 48、図 49 に lss_923、lss_158 両モデルの選択変数の回帰係数を示す。

図 48

黒点不良 Lasso モデル lss_923 の変数と回帰係数

lss_923 の回帰係数は製品 N の生産を示すダミー変数の product_n の回帰係数が最も高
い。またそれに続く変数も product_n と他の変数の積の回帰係数が高い値を示していた。
図 23 にて黒点不良と強い相関が確認された pres_65 の平均 pres_65_mean が高い回帰係数
を示し、次いで fb_55t_mean と product_n の積、fpv_55_mean と product_n の積も回帰係数
が高かった。また skew も選択された。逆に回帰係数が負値を示した変数は rsv_80_mean *
tp_l、fpv_80_skew * tp_l だった。
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図 49

黒点不良 Lasso モデル lss_158 の変数と回帰係数

OLS_158 も product_n の回帰係数が最も高かった。また負の回帰係数も高めであり、
c1_65_t_mean が高かった。正値は lip_t_mean、fb_55_t_mean が続いて高かった。負値は
fb_80_t_mean、rsv_65_std、fpv_55_std が続いた。一方、pres_65_mean の回帰係数はかな
り 0 に近かった。

ポアソン回帰モデル構築結果
表 14 に変数 923 変数のポアソン回帰モデル poi_923、変数 158 変数のポアソン回帰モデ
ル poi_158 の結果を示す。
表 14

黒点不良ポアソン回帰モデル
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𝑅𝑅 2 (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)

モデル

𝑅𝑅 2 (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒(𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡)

poi_923

0.7765

-1.609E+139

2.694

6.12E+139

poi_158

0.7054

-9.614

3.551

40.37

図 50、図 51 に poi_923 の推定結果と残差プロットを示す。
図 50 では poi_923 はテストデータと推定値の乖離が著しかった。

図 50

黒点不良ポアソン回帰モデル poi_923 の推定結果
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図 51

黒点不良ポアソン回帰モデル poi_923 の残差プロット

推定値は実数値を示す。外れ値を削除した。train_pred は製品 N の学習データの推定結
果、train_pred_product_c は製品 C の学習データの推定結果、pred はテストデータの
推定結果を示す。

図 51 の残差プロットは推定値と残差を示す。図 51 は残差のうち 25％分位点の 1.5 倍の
外れ値を削除している。残差は全体的に推定値が高くなると拡散していくがやや右下がり
の傾向がみられた。製品 N、製品 C が残差がバラついていた。また学習データの推定値が 0
～35 までと幅広かった。テストデータの推定値は 0～5 までの広がりに対して残差は 0～15
まで伸びていた。
図 52、図 53 に poi_158 の推定結果と残差プロットを示す。テストデータと推定値の乖離
は 7 月の初旬に数点あった。
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図 52

黒点不良ポアソン回帰モデル poi_158 の推定結果

図 53 の残差プロットは推定値と残差を実数で示す。また図 53 は残差のうち 25％分位点
の 1.5 倍の外れ値を削除している。残差は推定値が大きくなると拡散するがやや右下がり
の傾向だった。製品 N,製品 C、テストデータの残差ともバラついていた。

図 53

黒点不良ポアソン回帰モデル poi_158 の残差プロット

推定値は実数値を示す。外れ値を削除した。train_pred は製品 N の学習データの推定結
果、train_pred_product_c は製品 C の学習データの推定結果、pred はテストデータの
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推定結果を示す。

決定木モデルの構築結果
決定木モデル DT_158 は ccp_alpha:0.05, criterion:mse, min_sample_leaf:5 で表 15 上
段に示す結果を得た。グリッドサーチでは criterion＝poisson は選択されなかった。
表 15 下段は criterion を poisson に限定し、再度グリッドサーチを実施した結果である。
ccp_alpha:0.1、 min_sample_leaf:5 が選択されたが、決定係数𝑅𝑅 2 は学習、テストとも非常

に低い数値を示した。

表 15
𝑅𝑅2 (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)

モデル

DT_158

0.7845

DT_poi_158

0.37237

黒点不良決定木モデル
𝑅𝑅2 (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)

0.3530

-0.0018142

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)

5.6330

8.7900

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)

4.5539

4.3212

図 54 に黒点不良決定木モデルの変数重要度を示す。決定木モデル DT_158 では 16 変数の
説明変数が選択された。

図 54

黒点不良決定木モデル DT_158 の変数重要度

85

7.研究結果

図 55 に DT_158 の推定結果示す。観察すると学習データの推定値（train_pred）でも製品
C の黒点不良については全く応答がなかった。

図 55

黒点不良決定木モデル DT_158 の推定結果

図 56 に DT_158 の残差プロットを示す。

図 56

黒点不良決定木モデル DT_158 の残差プロット

図 57 に DT_158 の樹木図を示す。
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図 57

黒点不良決定木モデル DT_158 の樹木図

決定木（ポアソン）モデル DT_poi_158 の変数重要度を図 58 に示す。選択された説明変数
は 2 変数で 65 系統の押出機内上流のシリンダー内温度を示す fb_55t_mean と 80 系統のス
クリュー制御電流を示す amp_80_mean の 2 変数のみだった。

87

7.研究結果

図 58

黒点不良決定木モデル DT_poi_158 モデルの変数重要度

図 59 に DT_poi_158 モデルの推定結果を示した。目的変数の応答に複雑さは皆無だった。

図 59

黒点不良決定木モデル DT_poi_158 の推定結果
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図 60 に DT_poi_158 の樹木図を示す。決定木のノードの数が非常に少なかった。

図 60

DT_poi_158 の樹木図

ランダムフォレストモデル
表 16 にランダムフォレストモデル（RF_158）の結果を示す。ブートストラップサンプル
数 1000 で CV の結果良好なモデルが選択された。
criterion:mae、maxfeature:sqrt、min_sample_leaf:5、 n_estimators:1000
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表 16

黒点不良ランダムフォレストモデル RF_158
𝑅𝑅 2 (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)

モデル

RF_158

𝑅𝑅 2 (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)

0.7644

0．4291

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)
3.298

図 61 に RF_158 の推定結果を示す。

図 61

黒点不良ランダムフォレストモデル RF_158 の推定結果

図 62 に RF_158 の残差プロットを示す。
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図 62

黒点不良ランダムフォレストモデル RF_158 の残差プロット

図 63 に RF_158 の変数重要度を示す。
変数重要度(図 63)をみると製品 N の生産を示すダミー変数が最も高く、次いで 80 系統の
スクリューの制御電流の変動具合を表わす標準偏差 amp_80_std となった。決定木では最も
変数重要度が高かった fb-55_t_mean も 7 番目と引き続き高い変数重要度であった。要約統
計量での平均値である mean が std、skew に比べて高い変数重要度の多数を占めている。
RF_158 の中で fpv_80_std も上位に位置する。これは amp_80_std とともに 80 系統のスクリ
ュー回転数の変化の幅を示す。
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図 63

RF_158 の変数重要度

図 64 に RF_158 のブートストラップサンプル 1 つの樹木図例を示す。

図 64

RF_158 の樹木図（例）
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まとめ
黒点不良に対するモニタリングデータの回帰分析として最小二乗法、Lasso、ポアソン回
帰による統計モデルと決定木、ランダムフォレストによる機械学習による回帰分析を実施
した。各モデルの結果をまとめて表 17 に示す。
表 17

回帰モデル構築結果（まとめ）

𝑅𝑅 2 (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)

モデル
OLS_923

0.7906

𝑅𝑅 2 (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)

-9953584

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)

0.1138

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)

4285540

OLS_158

0.6941

0.6467

0.1663

0.1521

lss_923

0.7038

0.7319

0.1610

0.1154

lss_158

0.6589

0.6979

0.1854

0.1301

poi_923

0.7765

-1.609E+139

2.694

6.12E+139

poi_158

0.7054

-9.613

3.551

40.37

DT_158

0.7845

0.3530

5.633

4.554

DT_poi_158

0.3724

-0.001814

8.790

4.321

RF_158

0.7644

0.4291

3.299

2.463

本分析結果より黒点不良モデルとして、lss_923 を選択した。モデル式は(48)式のように
なる。当てはまりの良さを示す𝑅𝑅 2 は 0.7 以上を示した。
11

35

mnt=1

int=1

log(yi + 1) = � βmnti xmnti + βproductn xproductn + � βinti xinti + β0i + εi , 𝜀𝜀𝑖𝑖 ～𝑁𝑁(0,1), 𝑖𝑖 = 0, … 𝑛𝑛(48)
表 18 に lss_923 の選択した説明変数と回帰係数を示す。

94

7.研究結果

表 18
変数

lss_923 モデルの変数、回帰係数
回帰係数

変数

回帰係数

fb_55_t_mean * product_n

0.18911

a1_55_t_skew * tp_l

0.000588

c4_55_t_skew * product_n

-0.001766

c4_65_t_skew * tp_l

0.015352

-0.0027

a2_65_t_skew * tp_l

0.009954

c3_55_t_skew * product_n

-0.004788

c2_65_t_skew * tp_l

0.005511

fpv_55_mean * product_n

0.097806

fb_65_t_skew * tp_l

0.002609

amp_55_skew * product_n

0.029189

c1_65_t_skew * tp_l

-0.013662

rpv_55_skew * product_n

-0.001209

rpv_65_skew * tp_l

0.012232

poly65_t_skew * product_n

0.025154

c2_80_t_skew * tp_l

-0.021305

fb_65_t_skew * product_n

-0.009901

rsv_80_mean * tp_l

-0.061328

c4_65_t_skew * product_n

-0.018665

rpv_80_skew * tp_l

-0.000343

pres_65_mean * product_n

0.336294

fpv_80_skew * tp_l

-0.032816

rpv_65_skew * product_n

-0.004678

fb_55_t_mean

0.012002

fb_80_t_skew * product_n

0.017997

c3_55_t_skew

0.00318

poly80_t_skew * product_n

0.009389

c4_55_t_skew

-0.004799

c4_80_t_skew * product_n

0.009033

pres_55_mean

-0.002372

c1_80_t_skew * product_n

-0.022154

poly65_t_skew

0.000712

c5_80_t_skew * product_n

-0.025547

c1_65_t_skew

-0.000794

fb_55_t_skew * scrw_old

0.000848

amp_65_skew

0.000751

amp_55_skew * scrw_old

0.006252

rpv_65_skew

-0.002266

rpv_55_skew * scrw_old

-0.003446

c5_80_t_skew

0.000982

c2_65_t_skew * scrw_old

0.003627

fb_80_t_skew

0.000959

poly65_t_skew * scrw_old

-0.001211

amp_80_mean

0.02327

rsv_80_mean * scrw_old

-0.007644

product_n

0.95449

fpv_80_skew * scrw_old

-0.004558

intercept

0.0682

poly55_t_skew * product_n
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8. 考察
8.1. ポアソン回帰モデル poi_923、poi_158 について
本研究では X 号機の黒点不良発生モデルとして 7.1 節で構築したモデルから OLS_923 を
Lasso により正則化した lss_923 を選択した。OLS_923 は残差プロット（図 41）から推定値
の乖離が非常に大きかった。もともと図 23 でモニタリングデータ間の相関係数が高いグル
ープが認められたことから多重共線性の影響と考える。各モデルの残差プロット、推定結果
を比較してみると外れ値を取り除いたポアソン回帰モデル poi_923、
poi_158 の残差は図 51、
図 53 のように悪いものではなかった。推定値が非負であることと製品 C の残差が lss_923
よりもバラついて広がり推定値が製品 C に応答していることを示した。図 50、図 52 におけ
る poi_923、poi_158 の推定値の著しい乖離は OLS_923 と同様に多重共線性の影響と推測し
ている。実験結果では報告しなかったが poi_923 の L1 正則化を GLM（但し、statsmodels）
の fit_regularized メソッドで試みたが計算エラーが発生し正則化できなかった。
poi_923、
(40)

poi_158 を逐次選択法（ステップワイズ法）

による変数選択、R による L1 正則化をする

ことで、lss_923 よりも mse が少なく安定した推定値を示すモデルを得ると推測する。

8.2. Lasso モデル lss_923 のバイアスと外観検査のバイアス
lss_923 では 923 変数から 48 変数が選択され、一方で lss_158 は 158 変数から 61 変数が
選択された。そしてテストデータの推定値が優れていたモデルは lss_923 だった（表 17）
。
これは lss_158 よりも lss_923 の方がより多い変数の中から適切な変数を選択したと解釈
する。その選択結果は product_n などのダミー変数を組合わせた交互作用項だった。今回正
則化に適用した LassoCV
（scikit-learn）には R パッケージ hierNet のように階層的 Lasso

(28)

は実装されていないため交互作用項について変数選択の制約を設けられなかった。その結
果、交互作用項に対する主要項が選択されなかったため、交互作用項のダミー変数が 0 値で
はモニタリング変数の変動が全く黒点不良数の推定に寄与しないモデルとなった。しかし、
lss_158 よりも少ない変数で良好な推定を示すモデルであった。黒点不良数推定の視点で
product_n という製品種別を示すダミー変数がモデル式の多数の項を占めた意味について
考えると、このダミー変数は外観目視検査のバイアスを示していると推測する。
外観目視検査のバイアスは次に示すものと考えている。1．検査の不実施により不良が検
出されないこと。例えば、試打や生産調整中では外観検査が実施されないため、黒点不良数
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は 0 である。見逃しも黒点不良数の減少に影響する。2．製品の色合い・形状などのために
不良の特定が難しいと黒点不良数が減少することである。今回、製品 N に黒点発生数が偏っ
た。この理由として前述の 2 が考えられる。製品 C の色合いにより、黒点不良の検出が困難
となって製品 N への偏りにつながったと推測できる。現象としては、製品 N と製品 C のよ
うに主成分が同一である材料を、ほぼ同一の熱酸化劣化環境に投入したところで熱酸化劣
化反応の進行に大きな差異が生じる可能性は低いと考えられ、外観目視検査のバイアスが
lss_923 が製品 N のダミー変数を含む交互作用項が多数を選択されたのだと考える。
肌荒れ不良の製品 C への偏りについても黒点不良と同様の検出の困難さが理由として考
えられる。このため、外観目視検査のバイアスが作用しており、lss_923 と同様に製品種別
を区別するダミー変数を含んだ交互作用項が多数を占めるモデルが選択されると推測する。

8.3. 要因分解図による黒点不良発生の検討
図 48、表 18 に lss_923 を構成するモニタリング変数と回帰係数を得た。lss_923 の𝑅𝑅 2 は

0.7 を上回り、黒点不良発生とモニタリングデータと連係は良好と考える。しかし、時点に
より黒点不良と各変数の関連性は変化しており回帰係数を知るだけではその時点での不良
数と各変数の関連性の強さまでは確認できない。要因分解図の作成から黒点不良数とモニ
タリング変数との関係性について調査した。

要因分解図の作成
要因分解図は線形回帰モデルの回帰係数と変数値の積を積重ねて表わした図であり、ある
時点の推定値がどの変数によって押し上げられ、または引き下げられたかを可視化したも
のである。
図 66 に lss_923 の要因分解図を示す。図中の黒の実線がモデルの推定値を示し、各色が
個々の変数の大きさを表わす。要因分解図の作成は、容易で縦軸の 0 値を基軸として時点毎
の各変数とその回帰係数を掛け合わせる。その積が正値であれば正値に加算し、負値であれ
ば負値に加算すればよい。このようにすると推定値は各変数と回帰係数の積の正値と負値
の和として表わすことができる。
lss_923 モデルは、各変数を標準化して黒点不良発生数と対数log(𝑦𝑦 + 1)でリンクしてお

り、図 66 の縦軸は、対数log(𝑦𝑦 + 1)で表わしている。横軸は時間変化を示すが、欠測区間を

除いている。なお、図の背景の着色した区間は製品 C の生産区間を示している。
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図 66 は黒点不良数と product_n（製品 N の生産を示すダミー変数）の強い関連を示した。
lss_923 の選択変数の多くがダミー変数との交互作用項であり、変数が複雑に入り組んでい
た。精査のために変数を整理して観察する。

黒点不良と関連性の強い変数の要約統計量
図 67 は lss_923 の選択変数から要約統計量のうち、平均値要素の変数（mean）だけを抜
き出した図である。この図は選択変数全てで構成した図 66 と概ね同一に見えた。黒点不良
数は、lss_923 では、選択された変数のうち平均要素の変数と強い関連をもっていた。なお、
lss_923 では、標準偏差要素（std）の変数は、選択されておらず、他は歪度要素（skew）の
変数だった。歪度要素が黒点不良数の詳細な増減を示した。

黒点不良と X 号機の各系統の関連性
次に系統毎に各変数をまとめた。図 68 は選択変数のうち 65 系統の変数だけの図である。
この図を見ると、製品 N で発生している黒点不良の多くは product_n と 65 系統の変数で構
成されていた。65 系統の変数では特に pres_65_mean * product_n が、特に、大きな値を示
しており、黒点不良数と pres_65_mean には強く関連があった。これは 4.4 節で述べたよう
に pres_65 が黒点不良ともっとも相関係数が高かったことに関係しており、pres_65 の高ま
りと黒点不良数の増加が関連しているように見えた。
図 69 は、55 系統の変数だけを抜き出した図である。55 系統の変数で推定値を大きく押し
上げたのは、黒点不良多発期（横軸 2400 辺り）の fb_55_t_mean * product_n、fpv_55_mean
* product_n だった。ただし、fb_55_t_mean * product_n は黒点多発期以外では製品 N の
黒点不良数の推定値を引き下げていた。fb_55_t_mean * product_n の回帰係数は正値（表
18）であるから、fb_55_t_mean * product_n が平均を下回ると黒点不良数が抑えられてい
るように見えた。
図 70 は、80 系統の変数だけを抜き出した図である。80 系統の変数が推定値を大きく押し
上げたのは、横軸 200～1400 辺りの製品 C の生産区間である。この区間は設備故障により
生産効率を下げて生産しており、主に、rsv_80_mean * tp_l が特に大きな値を示した。こ
の変数の回帰係数は、負値（表 18）であることから、生産効率低下区間では、rsv_80 が抑
えられると逆に黒点不良数が増加するように見えた。
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黒点発生モデル lss_923 による黒点発生に関する検討
要因分解図について変数を整理して観察したことで確かめられたことは、lss_923 の推定
値の増加は 1．製品 N の生産であり、2．lss_923 の選択変数のうちの平均値要素が主であ
り、3．推定値を押し上げる要素が 3 系統に含まれているということである。
図 5 にて説明したように、X 号機は、各系統の材料が混合されることなく製品の各層を構
成するため、各層が他の層に影響を及ぼさないと考えられる。このため、例えば、製品の内
表面に現れた黒点不良は、65 系統の影響が強いと推測する。図 68 では、黒点多発期を除い
て推定値を押し上げたのは、主に、product_n と 65 系統の変数である pres_65 の交互作用
項であり、pres_65 の回帰係数は、正値であることから、lss_923 は pres_65 の高まりと製
品 N の黒点不良数の増加に相関を示す。このことから製品 N の黒点増加が、主に 65 系統か
ら押出されて製品内面に偏っていたのではないかという仮説が考えられる。このように製
品内面に黒点が偏っていた場合は製品 C では黒点は検出できない。また、図 69 は製品の外
表面を担う 55 系統の fb_55_t_mean、fpv_55_mean が黒点不良多発期の黒点不良数の推定値
を押し上げていると示していることから、黒点不良多発期では、通常とは異なり製品外表面
の黒点不良も多かったのではないかとの仮説が考えられる。一方、図 70 は 80 系統の
rsv_80_mean が遅くなることと黒点不良数の増加の相関を示すが、その期間は意図的に mct
を長くして生産効率を低下させていた。黒点不良数の増加は、図 68、図 69 で確認したよう
な正の相関関係ではなく負の相関関係である。1.2 節に示す経験的知見は、設備内での材料
の滞留が長時間になることで黒点不良は「発生しやすい」状況であるとしていることから、
rsv_80_mean の低下による黒点増加は、経験的知見とは相違しない。ただし、80 系統の黒点
が押出されたということではないと考えている。その理由としては、この黒点は製品 C で検
出された黒点だったという点である。すなわち、製品 C では、その色合いのために容器内部
や層間内の黒点を目視で検出することは不可能で、80 系統の層（中間層）に含まれる黒点
は検出できないためである。この区間で確認された黒点は、55 系統に限られ、更に、外層
表面に近い位置に存在したものであっただろうと推測する。このような状態の黒点が発生
しやすいのは、各系統よりさらに下流に位置するスクリューでかき混ぜられることのない
ダイヘッド内部で発生する黒点である。このことから、この期間で検出された黒点はダイヘ
ッド内部での発生だったとの仮説が考えられる。
3 層ブロー押出成形機である X 号機では、lss_923 の要因分解図は、各系統の影響が入り
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組んでいるが、各層の材料が混ざり合わない特徴をもつために、黒点不良が内表面か外表面
のどちらに偏っているか仮説を立て検証することで黒点発生についての推定を与えるもの
と考える。
ところで、可能であれば黒点不良を抑えるために、黒点発生のメカニズムについて考察で
きないか、特に 2020 年 1 月 20 日～29 日の黒点多発期がなぜ生じたのか要因分解図から考
察できないかと期待する。この区間では、fpv_55_mean、fb_55_t_mean と pres_65 が
product_n とともに黒点不良数の推定値を押し上げている。ここで fpv_55_mean はスクリュ
ー駆動の出力変数であり、pres_65 もスクリュー駆動に関連した変数である。これらは各系
統のシリンダーに滞留中の黒点の掻き出しに関係していると考える。これら変数が増加す
ることで黒点が掻き出されて黒点不良数が増加したと考えるのは経験的知見と矛盾してい
ない。しかし、黒点不良が発生しなければ fpv_55 の調整は不要なはずである。仮にモータ
ーに異常がなければ、黒点不良が多発したための対策だったと考えるか、mct を短くして生
産性を高めるためだったと考えるのが妥当である。ただし、結果的に生産性は高められてい
なかったので、残りはモーターの異常による可能性が残されている。fpv_55_mean 値の上昇
がモーターの異常に起因するものならば、全区間の rpv_55_mean と fpv_55_mean の散布図
からこの時期の rpv_55_mean が乖離するだろうと考えた。そこで、図 65（右上）に全区間
の rpv_55_mean と fpv_55_mean の散布図を作成し、黒点多発期の乖離を確認した。その結
果、散布図からは黒点多発期（赤）でも他の期間との乖離は観察されなかったため、fpv_55
が異常を示したとは考えにくかった。このため、fpv_55 を上げたのは黒点不良多発に原因
があったと考える。同様に pres_65 も異常がなければ pres_65 を高めるような操作は不要
であるから、やはり黒点不良多発に原因があったと考えるのが妥当である。pres_65_mean に
ついては、rpv_55_mean との散布図を図 65（左上）に示すが、黒点不良多発期の pres_65_mean
も他の期間との乖離はなかったため、異常があったとは考えにくかった。このことから黒点
多発期のスクリュー駆動系変数の変動は、黒点不良多発を受けて調整したものであったと
考えられ、黒点発生のメカニズムを説明するモデルとして捉えるのは適切ではないと考え
る。なお、この時期の調整の意図が本当に黒点不良対策だったのか、成形日誌にはコメント
がなく、現時点では確認できなかった。
一方で、fb_55_t_mean が高かったことは、押出機内の温度が部分的に高温となっている
ことを示している。高温状態であることは、既存研究や経験的知見から熱酸化劣化反応が進
み易いと考えられ、fb_55_t_mean が高かったことは黒点発生に関連していたと推測する。
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以上の要因分解図に対する考察から、lss_923 は黒点不良数とモニタリングデータとの関
係性を示し、これと X 号機の特徴を踏まえることで黒点発生の仮説とその検証方法を与え
るものであると考える。

図 65

黒点不良多発期と他時期の変数の比較

黒点不良多発期（2020 年 01 月 20 日～29 日）の lss_923 の推定値を引き上げた変数
fb_55_t_mean、fpv_55_mean、pres_65_mean について。fpv_55_mean、pres_65_mean が
他の時期に比べて必ずしも異常だったとはいえない。
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図 66

lss_923 要因分解図（全選択変数）

色付背景は製品 C 生産区間、黒実線は推定値（対数化）を示す。
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図 67

lss_923 要因分解図（選択変数のうち平均値のみ）

色付背景は製品 C 生産区間、黒実線は推定値（対数化）を示す。推定値はほぼ平均値に一致している。
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図 68

lss_923 要因分解図（65 系統の選択変数のみ）

色付背景は製品 C 生産区間、黒実線は推定値（対数化）を示す。黒点不良の主要因は 65 系統の影響と推定している。
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図 69

lss_923 要因分解図（55 系統の選択変数のみ）

色付背景は製品 C 生産区間、黒実線は推定値（対数化）を示す。黒点不良多発期は 55 系統も影響したと推定している。
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図 70

lss_923 要因分解図（80 系統の選択変数のみ）

色付背景は製品 C 生産区間、黒実線は推定値（対数化）を示す。設備故障時の黒点不良は 80 系統が影響したと推定
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9. 結言・まとめ
9.1. 本研究のまとめ
最近の社会情勢による要請から、プラスチック排出物の更なる削減を行う必要があった。
そこで、当社にとって多数を占める黒点、肌荒れの不良発生因子の解明を排出物削減対策に
資することを目的とし、現状ほとんど活用されていない X 号機のモニタリングデータに基
づいて、不良発生数を連係する手法で研究を行った。

黒点、肌荒れ不良データの分析
X 号機の各黒点、肌荒れ不良の 1 時間毎の発生本数の推移について、時系列成分分解、コ
レログラム、発生頻度を確認した。その結果、次の知見が得られた。


黒点、肌荒れ不良は両方の製品に共通する現象であるが、製品別に偏った傾向があっ
た。黒点不良は製品 N に多く、肌荒れ不良は製品 C に多かった。



2020 年 1 月 20 日～29 日にかけて、製品 N で黒点不良が多発した。



2019 年 8 月 22 日～11 月 25 日にかけて、製品 C で肌荒れ不良が多発した。



時系列成分分解の周期性成分は、毎日 16 時の X 号機再稼働後に不良が発生しやすい
ことを示した。



自己相関と偏自己相関のコレログラムは、黒点、肌荒れ不良ともに不良発生頻度はま
ったくのランダムではなく過去の影響をひきずって発生することを示した。



黒点不良の自己相関は、絶対値の大きい状態が時点が離れても長く続いた。これは過
去の黒点不良の影響が長く続くことを示しており、再稼働後黒点が発生するとその状
態がしばらく続くことを示している。



肌荒れ不良の自己相関は、ラグが大きくなるにつれて穏やかに減少しており、黒点不
良ほど過去のデータの影響を受けないようだった。一方で、偏自己相関はラグ𝑘𝑘 = 24
毎に高いピークであり強い周期性を示し、毎日 16 時の再開後に肌荒れ不良が繰返し
発生することを示している。



黒点、肌荒れ不良の度数分布は、共にポアソン分布からは外れているように見える。
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X 号機のモニタリングデータの調査
X 号機のモニタリングデータの概要として、定時停止、欠測について確認した。
次に、X 号機で生産する製品 N、製品 C の製造条件を比較し、イベントなどによって同一
製品でも製造条件を調整すること、任意の変数変更は他の変数も連動して変更することを
確認した。
さらに黒点不良およびモニタリング変数の相関関係を確認した。pres_65 がもっとも黒点
不良と高い相関係数を示したが、全体として相関係数は 0.3～-0.1 程度であり黒点不良に
対してとりわけ強い相関関係を示す変数はなかった。
スクリュー駆動系変数、温度制御系変数は変数間で強い相関関係を示すグループだった。
また、黒点不良は熱酸化劣化反応に基づいて発生するが、黒点不良との相関性は温度制御系
変数よりもスクリュー駆動系変数の方が強かった。
スクリュー駆動系変数の関連性について相関係数から、次のことが得られた。


入力変数の rsv_55、rsv_65、rsv_80 のうち rsv_80 だけは黒点不良と負相関である。



スクリュー駆動系変数 rpv は入力変数 rsv と amp の積の関数で表すことができる。モ
ーター制御の変数 fpv、fsv も amp を介して rpv、rsv と同様の関係を示す。fpv は rpv
と非常に強い相関を示すため、両変数は同一と考えてもよい。

モニタリングデータ変数のなかで黒点不良との正相関が強い pres‗65 について次の結果
を得た。


pres は rpv と強い相関を示すが、原料供給の異常により相関関係が崩れることがあ
る。



1 月中旬の生産調整区間で pres_65 だけ減少した。65 系統で原料切れまたはネッキン
グと類似した異常現象が生じた恐れがある。

また、スクリューデザインの変更により、rpv と pres の関係が変化することも確認した。
温度制御系変数の中で、黒点不良と正相関が強い fb‗55‗t と他系列の fb‗t について次の
ことを確認した。


各系統の fb_t と強い相関関係をもつ。



製品 N で黒点不良が多発した時期（2020 年 1 月 20 日～29 日）を含む 1 月中に 50～
60℃近くの高温で不安定な状態が続いた。



冷却水を流し続けるなどにより 2 月以降は温度が安定し平均以下の状態が続くよう
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になった。


fb_80_t は 1 月中旬に高温になったが、その他の時期は平均近くで安定していた。



fb_65_t は 2 月以降も不安定で平均以上の状態が続いた。

次に肌荒れ不良と各変数の相関関係を確認し、次の結果が得られた。


肌荒れ不良と温度制御系変数が正相関を示した。



rsv、fsv のスクリュー駆動系の入力変数が負相関を示した。

不良データとモニタリングデータの回帰分析結果
黒点不良に関して、モニタリングデータを 1 時間毎の平均、標準偏差、歪度の要約統計量
に変換し最小二乗法、Lasso、ポアソン回帰、決定木、ランダムフォレストモデルを構築し
た。その結果 Lasso モデル lss_923 が好ましい結果を得た。


OLS モデル OLS_923、ポアソン回帰モデル poi_923、poi_158 は推定値の乖離が著し
く、mse を大幅に引き上げてしまったが、これはモニタリングデータが変数同士が強
い相関性をもち多重共線性を示した影響と考える。



lss_923 はモニタリングデータと製品 N の生産を表わすダミーデータによる交互作用
項を主の変数とするモデルであった。ダミー変数は外観目視検査のバイアスを示して
いると推測する。



黒点不良発生の推定値を引き上げる要因の分析のために、lss_923 の要因分解図を作
成した。



lss_923 の黒点不良発生数の推定値は主に選択変数のうち平均値を表わす変数から構
成されていた。



推定値の要因分解図を各系列で観察すると、各系列に推定値と関連する変数があった。
65 系列では、シリンダー内の圧力を示す pres_65 に強い関連があり、pres_65 は、デ
ータ収集期間の製品 N 生産区間の黒点不良のほとんどに関連をもっていた。55 系列
では、ホッパー近くのシリンダ温度を示す fb_55_t と、スクリュー駆動系の出力であ
る fpv_55 に強い関連があり、この変数は黒点多発期の黒点発生と強い関連をもって
いた。一方で、fb_55_t は、他の区間の黒点不良に関しては、黒点の発生を抑える要
因として作用した。80 系列では、スクリュー駆動系の入力である rsv_80 に強い関連
があったが、rsv_80 が低めの場合に黒点不良が増加する負の関係を示した。要因分
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解図から様々な仮説を与えられることが分かった。また、X 号機の特徴から各系列か
らなる製品の各層は他の層の影響を受けないため、黒点が外表面又は内表面でどこに
偏りがあるか確認することで黒点発生の仮説を検証できる可能性がある。


2020 年 1 月 20 日～29 日の黒点不良多発期は、fb_55_t、fpv_55、pres_65 の増加が
予測の引き上げに寄与していたが、fpv_55、pres_65 の増加は、黒点不良多発がきっ
かけで増加したと考えることが自然である。lss_923 は黒点発生とモニタリングデー
タとの関係性を示し、黒点発生に関する仮説を与えるが、黒点発生のメカニズムを説
明するモデルとして捉えるのは適切ではないと考える。

9.2. 生産的知見
lss_923 の要因分解により、黒点不良の発生が内層、外層どちらに偏りをもつか推定でき、
この仮説と製品の実際の黒点不良の偏りを比較することで、黒点発生に関する仮説を検証
できる可能性が得られた。

9.3. 今後の課題


本研究では、肌荒れ不良に関するモニタリングデータとの連係に取り組めなかった。
今後の課題は、肌荒れ不良に関するモデル化への取組みである。



本研究で示したモデルは黒点不良多発期のように黒点多発が先に発生して、それに対
して、スクリュー駆動系データを調整したというような原因と行動の選択という因果
関係は表現していない。また、1.2 節にまとめた黒点不良に関する経験的知見が本質
的に示しているのは、過去の行動の選択が現在の問題につながっているということの
ように思える。したがって、黒点不良モデルには過去の選択を反映させた特徴量やモ
デルの考案が今後の課題である。



本研究で示したポアソン回帰モデル poi_923、poi_158 は非負整数値をとる、製品 C
の黒点不良数に対する応答分布との相性の良さがあり、黒点不良モデルとして好まし
い特徴を有していた。ポアソン分布を仮定したモデルの構築も今後の課題である。



本研究では、黒点不良データ、モニタリングデータの分析から得られた知見を活かし
て、より現象面にアプローチするモデル構築までには至らなかった。多重共線性に関
しては、相関性の強いスクリュー駆動系データ間の変数、温度制御系データ間の変数
選択は、Lasso に依らずとも観測結果に基づき選択できる可能性がある。また、黒点
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不良の自己相関性を有する特徴を、今回のモデルでは考慮できていない。今後のモデ
ル構築では、各データの分析結果との融合が課題である。
以上
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11. 補追
11.1.

X 号機 PLC のモニタリング変数

スクリュー駆動系変数
'rpv_80','rsv_80','amp_80','fsv_80','fpv_80',
'rpv_65','rsv_65','amp_65','fsv_65','fpv_65',
'rpv_55','rsv_55','amp_55','fsv_55','fpv_55',
'pres_80','pres_65','pres_55',
温度制御系変数
'fb_80_t','fb_65_t','fb_55_t',
'poly80_t','poly65_t','poly55_t','water_t','parison_t',
'c1_80_t','c2_80_t','c3_80_t','c4_80_t','c5_80_t',
'c1_65_t','c2_65_t','c3_65_t','c4_65_t',
'c1_55_t','c2_55_t','c3_55_t','c4_55_t',
'a1_80_t','head_t','a1_65_t','a2_65_t',
'a1_55_t','a2_55_t','a3_65_t','a4_55_t',
'd1_t','d2_t','d3_t','lip_t'
未使用（温度制御系変数）
'c1_80_amp','c2_80_amp','c3_80_amp','c4_80_amp','c5_80_amp',
'c1_65_amp','c2_65_amp','c3_65_amp','c4_65_amp',
'c1_55_amp','c2_55_amp','c3_55_amp','c4_55_amp',
'a1_80_amp','head_amp',
'a1_65_amp','a2_65_amp','a3_65_amp',
'a1_55_amp','a2_55_amp','a3_55_amp',
'd1_amp','d2_amp','d3_amp','lip_amp',
'c1_80_fan','c2_80_fan','c3_80_fan','c4_80_fan','c5_80_fan',
'c2_65_fan','c3_65_fan','c4_65_fan',
'c2_55_fan','c3_55_fan','c4_55_fan'
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