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実時間処理におけるデータ平滑の一方式
　　　　　　AData　Smoothing　Method　for　a　Real　Time　Process

一二階常微分方程式に従う観測対象の実時間デ…一・一タ平滑一
一Real　Time　Smoothing　for　Data　Controled　by　a　Second　Order　Ordinary　Differential　Equation－一一

浜　　崎　　裏　　二＊
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観測値時系列が与えられた時観測に伴ったランダム誤差の除去にはデータ平滑が必要である．

本文では，観測対象の真値を支配する二階常微分方程式が既知である場合について、微分方程

式の数値積分に基礎を置き実時間処理に適したデータ平滑方式について解説する．そしてその

理論的根拠の解明を試みると共に，新しい試みの附加によって実時間処理に伴う不慮の情況変

化に対する適応性が著しく増大することを，電子計算機による実験結果を添えて紹介する．

1．緒 言

　多数の観測値が時系列として与えられたとき，観測に

伴ったランダム誤差を除去し観測対象の真値の振舞を求

めるためにはデー一タ平滑が必要である．もし，観測終了

後のデータ処理が許されるならば，ある特定観測値の有

意性は前後の観測値群との関連により決定され，有意性

の高い観測値時系列に理論式を当てはめて必要なパラ

メー一タを定め，この式から真値の振舞が求められる．

　電子計算機を用いた実時間処理においても正常な観測

が行なわれている間は事後処理と同様にランダム誤差除

去が実行されなければならないが，実時間処理であるた

めに次の諸点にも留意しなければならない．（1）許され

た処理時間内に必要な処理段階を終らなければならな

い．（2）個々の観測値の有意性決定にはその観測値の後

に得られた観測値群を用いることができない．（3）観測

対象あるいは観測状態の不慮の変化に対する適応性を持

たなければならない．特に（3）における情況判断の範囲

と処置選択の範囲は電子計算機の処理能力により著しい

制限を受けるため，方式決定の際に充分考慮しておくこ

とが必要である，

　もし理論式が低次の多項式で表わされる場合には最小

自乗法による簡単な当てはめが可能であるが，多項式近

似で充分な現象はまれと考えねばならない．多項式近似

よりはるかに融通性に富んだ方法は，観測対象の真値を

支配する微分方程式を解き観測値によりその初期条件あ

るいは境界条件を修正して解を観測値に当てはめる方法

である．この方法は遠方で打ち上げられたロケットの軌

道測定に適用された実例として報告されており1），その

方法の詳細および理論的背景は明らかではなかったが，

それ骨子は次のとおりである．まず，ある時刻に初期値

とその分散を仮定し，微分方程式を数値的に解いて次の

時刻の推定値とその分散を求める．次に，測定された観

測値とその分散を用い，分散の逆数を重みとして観測値

と推定値との重みつき平均値を求め，さらにその分散期

待値を計算し，これらをより確からしい新しい初期値お

よびその分散として次の時刻へ進む．この際，観測値と

推定値とは簡単に分散の逆数を重みとして平均するので

はなく，経験的に定められた係数を用いて推定値の重み

を多少割引いて平均を求めるのである．

　本文では，二階常微分方程式に支配された観測対象の

データ平滑を扱い，特に平滑処理結果に基づいてかなり

遠い将来の観測対象の真値を予測決定する場合につい

て，まず前述の経験的係数の意味を解明し，これを緩や

かな変化を伴い得る変数とすることによって観測対象あ

るいは観測状態の不慮の変化に対する適応性が著しく向

上することを説明し，電子計算機を用いた実験結果を紹

介する．
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2．平滑処理の定式化

　観測対象の真値を従属変数1｝tで表わすとき，独立変数

t（時刻）に関する二階常微分方程式は次のとおりに表わ

される．

　　　　雪＝！＠，y，α・；の　　　　　　　（1）

ここに，fは既知函数，・は彦に関する微分記号，αi

（i＝1，2，…・一）はパラメータである．また，彦。，τを定

数，mを整数変数とするとき

　　　　tm　＝to十τm

における変数の値を添字mによって表わすことにしよ

う．また表現の簡単のためyを位置，雪を速度と呼んで

おくことにする．
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　いま，t＝　tmを中心とした短い観測区間内に多数の測

定を行ない，これらに一次または二次の多項式を当ては

めてt－tmにおける観測値拓，　Z7mおよびそれぞれの分

散推定値6m，δ’mが求められたとする．すなわちそれぞ

れの誤差をεm，ε「mとすれば

　　　　織工：監　1　（2）

　　　　雛2灘謬駒

ここに，var，　aveはそれぞれ母集団の分散と平均を表わ

す．さらに後述の方法により求められた確からしさの高

いと考えられる値（仮に平滑修正値と呼ぷ）とそれぞれの

分散推定値を拓，拓およびδm2，δ’m2としよう．

　さて，予め確からしいと考えてプログラムされたパラ

メータの値をαtiとするとき，　t＝tmにおける初期値と

して甑，拓を，パラメータとしてα！を用いて微分方

程式（1）を積分して得られた解をジ，gとしよう．その

ときそれらのt＝・tm＋1の値をtm＋1におけるそれぞれの

推定値盛＋1，筋＋1とし，それらの分散をそれぞれδノ，

δノm2＋2’2a．2と近似しよう．この時，本文において扱う

データ平滑法は，次の関係式によって彦＝’π÷1における

平滑修正値蘇・1，筋＋1およびそれらの分散推定値δ2m・1，

δ’2m＋1を求めるものである．

δ2m＋1＝1

　　　（

喉i；1藷1蕪／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

　　　　　　　1　　1　　　　1
　　　－十一・　　　δ2別＋1　　　　　　δ2況K2初＋1

ゐ＋±・K論ア

　1　　　　　1　　　　1
　　　十　　　　　　　。
　　　　δ’2m十τ262m　I（2m＋1δ’2m＋1

（4）

　　δt2．＋1＝
　　　　　（ぬ＋t－，2。＋，，、，、m・K論γ

ここにKm・1は1より小さくない変数で，　mの変化に

伴って通常緩慢な変化が許されており，緒言に触れた例

において経験的な定数とされていたものである．式（3）

は9．＋i，筋＋1がそれぞれ拓＋1，蜘＋1；Om＋1，痴＋1の

重みっき平均値として定められることを示し，重みは観

測値の分散の逆数と推定値の分散の逆数に割引き係数

1／Km＋1を乗じたものである．式（4）は式（3）の平均値の

分散期待値を示す．

　記号の簡略のため

　　　　二：多こ多｝　　　（5）
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　　　　二：1：1｝　　　（6）

なる変数を導入すればず＝汐であるからV　・＝　th，更に

　　　　Aαi　＝Ctit－一αi

とし，V，　hi，　dαiは微小と考えて式（1）を書き改めると

　　　　ti＝df　　　　　　　　　　　　　（7）

ここに

　　　Af・一（券＋誰＋蕩∠αゴ）ゑ藩……（7t）

右辺に現われた偏微分係数は雪＝ず，y－9，αi＝α！が

代入された時の値をとるものとする．函数∠fはt・・tm

における初期値の誤差V，Xと思いがけなかったパラ

メータの変化Aαiの影響を表わすものであるから，微分

方程式のパラメー一タが適切に選定されかつ正常な観測が

行なわれていたならば，多数回の試行結果における期待

値は零と考えてよいであらう．すなわち

　　　　ave（b）－0　　　　　　　　（8）

よってt＝tmにて初期条件を満たす期待解は

　　　　監＋（、一、。），，m｝　　（9）

　次に，式（2），（5），（6）を用いて平滑の関係式（3）を

書き改めるならば

ただし

茎：澱膿二二潮：臨｝

　　　　　1　　1

　　　　δ2鋸Km＋1　　　　　　　　　　，bm＋1＝1一砺＋1am＋1＝
　　　　　　1　　1　　　1
　　　－十一・一　　　∂2魏＋1　　　　　　δ2甥K甥＋1

　　　　　　　1　　　　1
　　　　　δ’2溜＋τ2δ2郷K”＋1
ごZ’鵠＋1＝＝

　　　　　1　　　　1　1
－十　　　　　　　・
　　　5／2m十τ2δ2m　Km＋1∂2m＋1

（10）

　　　　　（11）

　したがって，式（9）の関係を用いて式（10）を整理すれ

ば

　　　　茎lll二瓢熊識垢輸｝（・2）

　式（12）はt＝＝tmに存在した平滑修正値の偏差錫，轟

がtm・1に伝播する様相と，観測のランダム誤差εm・1，

εtm・・が平滑される様相を内蔵した基本関係式である．

定性的に考えると，am，　atmが小さい程偏差は敏速に修

正され，bm，　b／mが小さい程ランダム誤差の平滑効果が

i著しいことは明らかであるが，am＋bm　・1，　a／m＋btm－1

の関係があるのでam，砺，　atm，ろ’mをすべて同時に小

さくすることはできない．

3．82鋭，Kmが一定の場合のα”の変化

簡単のためδ2m，　Kmはmに無関係な定数と仮定して
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みよう．式（11）第一式を用いて式（4）第一式を書き改め

δ2m　＝∂2，．Km＝＝Kとおけば

　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）　　　　am＋2＝
　　　　　　　1＋bm＋1（am＋1＋Kbm＋1）

これを変形すると

　K≒2の場合

　　　　1　　　　　1　　　　1　　　　2K－3　　　1
　　　　　　　＝一。　　　　　十　　　　　・
　　am・2－am・・2－K（am＋・一一・1）2　　　　　　　　　　　　　　　　（K－2）2am＋1－一　1

　　　　　　　　一鐸・（K－、）垢一1（・4）

　K＝・2の場合

　　　　1　　　　　　　1　　　　　1　　　　　1
　　　　　　　＝一　　　　　　十　　　　　　一一
　　　　　　　　　　　　　　（am・1－2）2　　am・2－am＋・　（a．＋i－1）3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　am＋1－1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14’）

　収敏の様相を見るため

　　　　a・・2－・・＋・一礫））。＋、　（・5）

となる連続関数a（m）によってamを近似するならば式

（14），（14’）より次の式が得られる．

　Kキ2の場合

　　　　　＿　　　　1　　1　　2K－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　10gl1－al　　　　m十mo＝一。一十　　　　　　　　　　　　　　（K－2）2　　　　　　　　2－K1－a

　　　　　　　　－i慧b・1・一（K－・）・1（・6）

　K・・2の場合

　　　　一一去・（、：－lisia　2＋嵩一b・1・－al（・6・）

図1（a），（b），（c），（d）にそれぞれK・＝1．0，1．5，2．0，

3．0の場合についてmとa（m）との関係を図示する．

式（11）よりamは0＜am＜1であるから興味の対象は

1＜a＜1の範囲である．

　aが1に近い場合には式（16）右辺第一項が優勢である

から2＞K＞1のとき
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図1　a（m）の収敏の様子
　　　（a）：K罵1，（b）：K＝＝1。5，（c）：

　　　K＝・2．0，　（d）：K＝3．O

　　　m＝0にてa（m）＝0となるように

　　　moを定める

生産研究

　　　　　　　　　　　1　　　　a（m）～1－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
　　　　　　　　（2－K）（m＋mo）

の関係によりm→Ooのときa→1となる．また，　K＞2

でかつaが1／（K－1）に近い場合には式（16）右辺第三項

が優勢であるから

a（m）一詣〔・午叫i髪≡3i（m＋m・）｝〕（17・）

の関係によりm→QQのときa→1／（K－1）となる．　K・・2

でaが1に近い場合には式（16’）の右辺第一項が優勢で

あるから

　　　　a（m）一・一》2（瘡物）　　（・7・i）

の関係によりm→ooのときa→1となる．

　さて，式（11）ee－一一式よりa2．＋・とam＋2との間には

　　　　諏一煮舞轟　　　　（18）

なる関係があるからam→1となるときδ2m→0となるの

であるが，吻が増大した時のaの収敏の様相はKが2よ

り小さいか否かにより著しく異っていることがわかるで

あろう，すなわちKが1に近い場合には単純平均の分散

と同様にδ2．＋1～δ2／（m　＋　mo）のごとく魏が大きいときm

に逆比例して減少するが，Kが増大し2に近づくにつれ

て減少の速さが鈍くなり遂にδ2／（2V万レ1m＋mo）のごと

くになる，Kが2を越えるとδ2m＋1→δ2（1－2／K）のごと

く指数関数的に収敏し，もはやゼロには収敏しない，以

上のとおりKは収敏の様相を決める係数と考えられるの

で，これを仮りに“収敏係数”と呼んでおこう，

4．速度偏差修正とランダム誤差の平滑

　まつ，不慮の変化に起因して生じた速度偏差の修正の

様子を考察しよう．εm＋1＝εm＝……＝0，すなわちランダ

ム誤差は無かったと考え

　　　　・・m・・－E・・2！（4瓢　　 （・9）

なる連続関数S（m）によりtJmを近似し，　a．を前節の

a（m）でおき換えるならば式（12）より

　　　　器＋（1－・）…一・　　　　（2・）

a（m）が1に近いと考え式（17），（17”）を用いると

　2＞K＞2のとき

　　　　　　　　　　　＿！一
　　　・（m）一臨鞠2－K

K；2のとき
　　　ラ（m）～Vo　exp（レ／2ラヲ露一レ／2（m十mo））

（21）

（21’）

また同様にK＞2，a～1／（K－1）の場合には式（17，）より

　　　　・（m）一脚畷一琵≡lm）　　（2・”）

voは積分定数であってm－0の時のeの値である．
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　これらの式からK・＝1のときfi（m）はほぼmに逆比

例して減少してゼロに収敏するが，Kの増大につれて収

敏の速さが増し，K＞2となるとD（m）は一（K－2）m／

（K－1）の指数関数に比例して急激にゼロに収敏するこ

とがわかる．

　次に錫の分散を求めてみよう．式（12）第一式を反復

適用すれば

　　　　Om，・＝am。・am……a2a・S・＋εm．・　　（22）

ただし

　　　　m－1
　　9π＋1＝＝Σam＋lam・・・…　at＋2al＋1ε1＋11－bm＋1εm＋1　　（23）

　　　　1＝O

　fioなる偏差とε1，ε2，……，εm・1なるランダム誤差とは

無関係と考えられ，ε…ε2＝……＝εm・1・＝Oと仮定した

時の関係

　　　　am．、am……al．、一禦1　　　　（24）
　　　　　　　　　　　　211十1

と式（21），（21，），（21”）のfi（m）を用いて計算すれば

　2＞K＞1のとき
　　　　輸謹。（1＋1＋m・）（K“1”（2’K）．εt＋・（25（m＋1＋m・）1／（2一κ）2－K）

　K＝2のとき

輸礎。E…》2（1＋｝＋m。）1鍔舞篶i）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（25’）

　K＞2のとき

・…一
｢。髪≡lii・…exp｛一長≡1（M－1）｝（2S・ri）

ε21・1の期待値はδ2であることを考慮して総和を積分で

近似すれば

　2＞K＞1のとき

　　　　　　　　δ2　　ave（ε2m＋・）～

　　　　　　　K（2－K）

　　　×（m＋2＋譜鶴識1脚（26）

　K・＝2のとき

　　　　　　　　　　　δ2　　ave（ε2m＋・）～
　　　　　　　exp（2レ！2（m十1十mo））

　　　×｛E，（2レ！2（m＋2＋m・）一瓦（2〆2（1＋mo）｝

　K＞2のとき

av・（・・…）一（留ア伊

　　　　・一・xp｛－21告2）（m＋・）｝

　　　×
　　　　　・一・xp（－2鶏2））

ここにE，（2）は第二種積分指数関数である．

（26’）

（26”）

実はその成り立ちから考えてみると錫の分数，すな

わちave（ε2m）はδ2mに等しくなければならない．前節
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で求めたa（m）と式（18）の関係を用いてδ2m＋1を求めて

みると，mが十分大きい場合には数値的に本節の結果の

式（26），（26ノ），（26”）とよく一致することが確iめられる．

前節，本節共にかなり荒い近似を用いたが，この一致か

らもそれらの結果は信頼するに足りるものであろう，

5．　位置の平滑修正

　位置の平滑修正の検討には式（11），（12）をすべて考慮

しなければならない．∂’2m一δノ2（一定）の仮定のもとで式

（11），（4）を整理すると

　　　　atm＋2｛1＋（a／m＋1＋Kb’m＋1）btm＋1

　　　　　十γ（am＋1十1（bm＋1）bm＋1｝コ1

ここに，γは次式で定められた定数である．

　　　　　τ2δ2
　　　　γ＝ア

式（15）と同様に

　　　　a・…一…＋・＝＝（daノ伽　dm））m＋、

なる連続関数a’（m）を用いるならば，

べき方程式は

　　塑＿　　　　1十（a「斗一1（ろ，）｛う’十γ（a十Kb）～う

（27）

（28）

（29）

aノ im）の満たす

　　dat（・－a’）・｛・一（K－・）a・｝一γa’（a＋Kb）ろ（3°）

ただしb』1－a’，b・・1－aでありa（m）は前々節で得

られた解である，式（30）の解折的な解は容易に求まらな

いので近似計算に頼ったが，紙面の都合上詳細を述べる

ことができないので二，三の結果を述べるにとどめる．

　（1）b－－Oのときは式（27）と式（13）は同形であるの

　　　　で前節，前々節の結果が適用できる．

　（2）　6が小さな一定数と見なし得るとき（bの変化

　　　　がb’の変化に比較して小さいとき）には

　　　　　　δ＝γ（α十Kb）ろ＞0，　　　　　　　　　　　　（31）

　　　　とおけば

　　2＞K＞1の場合

　　　　a・・e－・一》轟　　　（32）

　K＝2の場合
　　　aノ．。tv　1一葛／　δ一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（32’）

　K＞2の場合にはδ～γ（K－2）となりこのδが十分

　　ノ」、さいとき

　　　a’。。～　1　＿　δ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（32”）
　　　　　κ一1（K－2）2

　　　したがって衡÷1の分数期待値δ’2m＋τ2δ㌃は

　　　有限の値に収敏し，ゼロには収敏しない．

（3）atの収敏はaの収敏状態の著しい影響を受け

　　　る．すなわち，aが収敏した後にatの収敏が

　　　始まると考えてよい．

以上より位置の平滑修正が有効に働きき出す以前に速

度の平滑修正がほとんど完了していることが必要であ
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り，その結果実際の問題において位置の平滑修正の効果

はあまり期待できないことになる．しかし緒言に述べた

ように，平滑修正の結果に基づいてかなり遠い将来の観

測対象の真値を予測する場合には速度の平滑修正の方が

位置のそれに比較して格段と重要性が高いから，位置に

対する平滑修正効果に期待する所は少ないと考えてよか

ろう．

6．収敏係数を変数とすることによる適応性の増大

　以上の検討の結果により，収敏係数Kの大きさにより

平滑処理の内容に変化が起きることが判明した．すなわ

ちKが1のときは単純平均に見られると同様なデータ平

滑が行なわれるが，不慮の原因により生じた偏差の修正

能力に乏しいこと，Kが増大するにつれて平滑能力は乏

しくなるが偏差修正能力が増し，Kが2より著しく大き

くなると平滑能力は皆無となるが偏差修正はただちに行

ない得ることが明らかになった．いい換えると，Kが1

のときは過去の観測結果をいつまでも記憶していて平滑

を行なうが，Kが2より著しく大きくなると過去の結果

をただちに忘却してしまったごとき処理が行なわれるの

である．

　したがって，ある関係式にしたがって観測値と推定値

との差異の有意性を求め，もし有意差が認められたとき

にはKが増大し，有意差が認められなかったときにはK

が1に近くなるような仕組みにより，有意差の少いとき

には比較的緩慢に変化するごとき変数Kmを定めるなら

ば，自動的に偏差修正とランダム誤差平滑を行なうこと

ができるであろう．

　次のようにKmを定めるならば上記の性質を具備させ

ることができる．まつ0〈β＜1，0＜β’＜1なる定数β，

β’を用いて

謙≦謬鍔鴫怨」

一（1一β）雁・勢諸月＋餌　　　　　　　　　　　　　　　　　　／

噛一（・一β）》誓・ρ謙紐＋鯛

（33）

（34）

なる数列｛ZVm｝，｛fcv「m｝；｛Um｝，｛u’m｝を作り，　A＞0な

る定数と次の関係を用いてKm＋・を決定する．

　　　　ぬ一・xp｛－A（u…i＋÷・’・…）｝（35）

　式（33）はβ’できまる時定数によりδ2m＋1，∂’2m＋1に

対していわゆる指数平滑を行なって，m・＝m＋1の近く

におけるδ2m，δ’2mのそれぞれの平均値ZVm＋1，zvtm＋1を

求める操作である．

　式（34）第一式は速度偏差の検出のための分布変換操作

であり，βできまる時定数を持った指数平滑を行なって

いる．
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　　　　δ2　＝＝　ave（δ2m）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（36）

　　　　∠1ψ＝ave（Stm－Ym）＝：－aveの郷　　　　　　　　　（37）

とおいて（ZJ「・n＋1　ti　Ztm＋1）1〆漏は近似的に正規分布2＞

（∠1雪／y／δ2，　1）に従うと仮定しみる．ここに駅μ，σ2）は

平均値μ，分散σ2なる正規分布を表わす．式（34）第一

式を反復適用し，式（36），（37）を代入して平均値と分散

期待値を求めるならば

av・・u・・＋…＝（1一β・）4｝圭鯵＋β・av　（38）

　　var　um＋、＝1一β2”＋β2m　var　u・　　　　　　　　　　（39）

よってβが小さくmが大きくてβ沼が無視できる場合に

は，　z砺、＋1は

　　　　μ一儒藩　　　（4・）

としたとき正規分布N（μ，1）に従うと考えてよいであ

ろう．すなわち速度偏差AVはUm＋1の分布の平均値の

ずれとして検出される．式（34）第二式の加・1は速度の

平滑修正の結果を含んでいるので，速度の平滑修正がほ

とんど完了していないかぎり速度偏差成分の著しい影響

をうける．その影響の大きさはTVm＋1，　w’m＋1が同程度

のとき速度偏差成分のτ倍が位置偏差成分に現れるであ

ろうから，式（35）ではut2m＋1に係数1／γが乗じてあ

る．γは式（28）で定義された量である．

　式（35）は検出された偏差値によってKlm＋1を変化させ

る関係式である．Aは検出の閾値を決める係数であるか

ら“閾値係数”と呼んでおこう．上記の理由よりu2m＋・

とu’2m＋1／γが同程度と考え

　　　　ぬ一・・p（－2Au2・・i）　　（35’）

として1／Km＋1の期待値と分散を概算するならば’

　　　　　　　　　　・・p（2／1μ21十4／1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（41）　　　　ave（1／Km・・）：
　　　　　　　　　　　i／1＋4A

　　　　　　　　・xp（4／1μ21十8A）・xp（一歪鑑）

　　var（11Km・・）t：
　　　　　　　　　レ／1十8A　　　　　　　　1十4A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（42）

A《1でかつμも小さい場合には
　　　　ave（1／Km＋1）～1－一一2A（1十μ2）　　　　　　　（41’）

　　　　var（1／Km＋1）～4／12（1十2μ2）　　　　　　　　　（42ノ）

収敏係数K＝2を閾値と考え，偏差μ＝0のとき1／Kく

1／2となる確率が5％，1％となるようにAを定めると

それぞれ1111，1／19となる．

　また，明らかな位置偏差が認められた時には式（34）第

一式と同様にutm・1の分布の平均値のずれとしてこの偏

差が検出される．u2m＋1が無視できるときには

　　　　煮一・p（一e・’・m・・）　（35〃）

となるのでi1／Km＋1の期待値と分散は式（41），（42）にお
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ける2A→．A／γの置換と，式（36），（37），（40）において

速度の替りに位置に関する量を使用することによって求

められる．

7．電子計算機による実験とその結果

　1）実験の方法

　この平滑修正法は元来線形操作ではないので厳密な重

量の理は成立しないが，簡単のため階段関数に対する応

答を求めその結果からより一般的な場合の応答を類推す

ることにしよう．

　また，この方法では速度と位置の初期条件の修正のみ

を行なうので，平滑修正の効果は微分方程式の形が既知

であるかぎりその複雑さの影響をあまり受けないはずで

あるから，最も簡単な微分方程式

　　　　ave（9）＝O

を考える．この方程式の解はただちに得られ，

　　　　T　　　　　　　　　を
　　　　ll：：：1：＋。蘇｝

（43）

（44）

　次に凝似観測データを作成しなければならない．仮り

に区間の長さτ＝＝　2秒とし，0．1秒毎に20点のy（位置）

のなまデー一タを測定しこれらに2次式を当てはめ，その

中央における値（いわゆる最良推定値，本文における推

定値拓，擁とは異ることに注意）として，拓，9”を

求めるものとする．なまデータの母集団の分散をσ2，m

番目の区間の20点のなまデータより求められた母集団

の分散推定値をσ2mとすれば，σ2mはなまデータの残差

平方和Sをその自由度Z）Fθ＝20－3＝17で割った値で

ある．このときS／σ2は自由度17のカイニ乗分布に従

うはずであるが，自由度DFeの大きいカイニ乗分布に

従う変数X2よりレ／扉一〆2（DFe）－1なる変数を作る

とこの変数は近似的に正規分布N（0，1）に従うことが知

られている．この結果を用いて次のようにしてσ2＝1と

したときの凝似観測データを作った．

（1）正規母集団N（0，1）より3系列の独立な標本を抜

　　　きとる．

　　　　ε1m　　∈　　2＞（0，1）　　m＝＝0，1，2，・・・…　，199

　　　　ε2，n　　∈　　2＞（0，1）　　m＝O，1，2，。…　。。，199

　　　　ε3，n　　ε　　2＞（0，1）　　m＝＝O，1，2，・・・…　，199

（2）ε3mより次式を用いてσ2mを作る

　　　　。・。一ヱ．．（…＋V2（DFe）－1）2　（45）

　　　　　　DFe　　　　　　　　　　　　　2

　　　あるいは♂＝1，DFe・－17を代入して

　　　　σ2m　＝（ε3ns十5．744563）2／34

（3）20点のなまデータより中央における観測値速度

　　　擁と位置0を求めた場合の分散推定値は資料2）

　　　の結果を用いて容易に求められる．すなわち

　　　　δ2m＝0．15037593σ2．

　　　　δ’2鎚＝O．11297348σ2郷

（4）観測値の誤差については

　　　　εm＝レ／0．15037593ε1”

　　　　εノm＝レ／0．11297348ε2m
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（5）位置，速度，加速度のいずれかが階段関数的に変

　　　化した場合を想定して，速度，位置の真値拓，Ym

　　　を作成する．

位置が階段関数的に変化した場合

痴十

・・一
o3

　O≦m≦998
　m＝＝　99，100

1：：繋ii／㈹

速度が階段関数的に変化した場合

・7m　＝＝
o3

…　：

o3。（m－99）

1：：掛

加速度が階段関数的に変化した場合

・）…一

o£。（m－19）

…蟹t
　　　　　　／㈹1。。瓢、1：

（6）凝似観測データは次式により求める．

　　　　1識‡：監｝

　なお，初期値としては次の値を用いた．

　，，　

L

峨嵩紘ω
釦62ω吻式　　　払　　　ま t～

霜口
蜘ぴπガ

（49）

（50）

　　　　　　　　（4）より平滑修正値とその分散を求め

る際の困難を回避するため式（45）におけるσ2mが0．01

未満のときにはσ2m＝O．01と置いた．

　さらにまた，一旦一時的異常状態を生じてec2mまたは

u’2mが増大し，したがって式（35）よりKmが著しく大

きくなった場合，u2m，　u「2mの回復の時定数は式（38）右

辺第二項よりβ2で定まる．この際の回復時間が長くな

り過ぎぬため，式（35）においてA（u2m＋1＋u／2m＋1／γ）が

16を越えた場合には1／Km＋i　・＝　exp（－16）と置いた．

表1　収敏係数K．の統計的性質

508qO。0

；』
五ββ

15

司跳
五ββ

ave（Vm）＝0のとき＊

・v・（・／Km）1ぎ騒轟

0．91

0．78

0．8％

6．3％

ave（1！LKm）～

112となる
ave（Vm）1σ＊

0．35

0．40

ave（1／Km）～

となる
ave（him）／σ＊＊

0．69

0．84

＊式（35’）の仮定による．＊＊式（35”）の仮定による．
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　収敏係数K卿の統計的性質を第6節の近似理論より概

算すると表1が得られる．

　2）　実験結果と考察

　図2，図3，図4は使用された正規乱数標本値の性質

を示す．図2は600箇の正規乱数の度数分布と正規分布

との比較を示し，図3の④，⑧，◎はそれぞれ標本系列

εlm，ε2m，ε3inの自己相関を，図4の④，㊥，◎はそれぞれ

（ε1，n，ε2m），（ε2．，ε3m），（ε3m，εlm）の相互相関を示す，

これらの図において顕著な分布のずれあるいは系列内，

系列相互の顕著な相関関係は認められない．

　図5，図6，図7は正常時における平滑修正の進行状

態（0≦m≦99）を示す．これらの図の④，⑧，◎，⑪はそれ

薩

100

ε3隣

80

P
正規分布酬0，1）

一 60

一昌

一，

　ε2皿
ﾛ　εコ呪

r40七

一一

　一

一曹 一〇 20
一， 一，

一一

一一

一一冒
一雫 一4一

一幽一P一 璽噂

一

一4．0　　－3．0　－2．0　　－LO　　　O　　　　1．0　　　2．0　　　3．0　　　4．0

　　　　　　　　　　　　　　　－一一乱数の値

図2　正規乱数標本の度数分布図と正規分布
　　　N（0，1），標本総数＝600

　　　　　　⑥
199

　　　　　。茎。ε・…、・F（m）＝　　　　　　　199

③
ηノ

＝η一物（mod　200）

⑥④

ｪ
「

唱
～’

％
も゜

0 20 40 60 80　　100

　　　　　　　　　　　→・m
図3　正規乱数標本系列の自己相関，④：εlm，

　　　⑬：ε2m，⑥：ε3m

　　　　　　　　　】99
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それ次の係数を用いた場合の結果を表わす．

　　④：β＝・O．8，　β’＝0．8，　ノ1＝0．05

　　⑧：β一〇．8，βノ＝0，　．A・－O．05

　　◎：β　－o．5，　βノ＝0．5，A　－O．1

　　⑪：β＝0．5，βノ＝0，　A－0．1

　図5はρバ痴を，図6は蜘一衡を示す，凝似観測

データ蘇，窃は元来それぞれ約o．39／秒，o．34の標準

歯卜

／偽’

図5　正常な場合の速度平滑修正例
　　　④：β＝0．8，　βノ＝0．8，　A＝0，05，　τ＝2

　　　③：β一〇．8，β’＝＝O，　．A＝O．05，τ＝2

　　　◎：β＝＝O．5，　βノ＝0．5，　A＝0．1，　τ一2

　　　⑪：β＝0．5，βノ＝・O，　A＝・O．1，τ・＝2

煙爲

ノy

⑥
，多、ド・パε〆

F（m）＝一 一一

P99
π’＝η一窩（m・d200）

⑧

轟～

q）陰

@魅 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

♪ →m

図4　正規乱数標本系列の相互相関
　　　④：（ε1m，ε2m），⑧：（ε2勘ε3栩），◎：（ε3m，ε1m）

図6　正常な場合の位置平滑修正例
　　　④，⑧，◎，⑪は図5に準ずる

誰
卜黛

塗
調

♂

♂
　0　　　　20　　　　40　　　　60　　　　80　　　　100

　　　　　　　　　　　　m
　　図7　正常な場合の収敏係数の変動
　　　　　④，⑧，◎，⑪は図5に準ずる

22



21巻・1号（1969．1）

偏差の誤差を持っていたが平滑効果によりmの増大と共

に甑，蜘は真値に近付く．速度の平滑効果は著しく，

図5のm－15，60で1駒一痴1はそれぞれ0．10，0．05／

秒となる．同図m＞70で1筋一酬が多少の増大を示

したが，異ったε・m，ε2m，ε3mの系列を用いた場合の計

算結果との比較により，この増大は標本系列に個有な緩

かな変動が現れたものでであることがわかった．図6よ

り位置の平滑効果は少なくm＝＝15，60で1筋一ymlは

それぞれ0。4，0．5程度以下となっているに過ぎない．

図5，図6では指数平滑の時定数β，β’と閾値係数！1の

効果により④，⑧，◎，⑪の順に平滑効果が劣化する．図

7は1／Kmの変動を示し，平滑効果の著しい場合には

1／Kmは1に近い．同図④，㊥に見られるm＞70の谷は

前述の標本系列個有の変動に対応した加速度成分の検出

を示すものである．

　図8，図9は，β＝o．8，β’＝O，A－・O．05を用いm＝

100にて階段的速度変化を与えた場合の拓一痴，1／Km

を示す．同図④，⑧，◎は階段の高さがそれぞれS・－O．1，

1．o，10／秒の場合の応答である．④では精々1／Km～o．5

となる程度の速度変化が与えられているので比較的緩慢

な修正が行われる．⑬では閾値を越えた速度変化が与え

られているので，1／Kmは一たん急速に減少して過去の

結果を忘却して急速な修正を行ってから新たに平滑操作

C

⑧

1計④
→㎎一100

U0　　80
　　　　　20

@％偽・

40 100

図8　階段的速度変化に対する速度平滑修正例
　　　β＝＝　O．8，　βノ＝0，　A－・O．05，　τ＝2

　　　④：8＝0．1，⑧：S・＝1．0，◎：S＝10

紺
1。

N’

　　　0　　　　20　　　　40　　　　60　　　　80　　　100

　　　　　　　　　　　→m－100
図9　階段的速度変化に対する収敵係数の変動

　　　条件は図8に準ずる
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を始めm＝・20位で1拓一劃は0．1／秒以下となり，そ

の後も正常な平滑を続ける．◎では速度変化が閾値を著

しく越えているので修正効果は敏速に現れる．また，図

8のm＞170には標本系列の個有変動が見られる．図

10，図11はβ　－o．5，βt・＝O，A－0．1を用いた場合の

同様な図を示し，図9⑧，◎と図11⑧，◎とを比較す

ると1／Kmがゼロに近付いた後の回復の時定数は図11の

方が小さい，

　図12はβ・＝　o．　s，β’＝0，A＝O．05を用いm－99，100

⑥

⑬

　　゜ぜ　　ノゐぜい④　　　0

　　　　　　　→兜一100

S0　　60　　　　80
　　　　　　20

100

図10　階段的速度変化に対する速度平滑修正例
　　　β　＝＝o．5，　βノ・＝0，　A　＝O．1，τ一2

　　　④：S－0．1，⑧：5－1．0，◎：S－10

ぎ．㌻

　　　0　　　　20　　　　40　　　　60　　　　80　　　　100

　　　　　　　　　　　　→m－100

図11階段的速度変化に対する収敏係数の変動

　　　条件は図10に準ずる
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階段的位置変化に対する速度平滑修正例
β　＝O．8，　βノ＝0，　A＝O．05，τ　・＝2

④：S＝O．1，⑧：S・＝1．0，◎：S　・＝　10
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図13　階段的加速度変化に対する速度平滑修i正例
　　　β＝0．8，　β，＝＝O，　A＝O．05，　τ＝2

　　　④：S＝0．001，⑧：S＝0．01，◎：・∫＝0．1

　⑤き

　　　0　　　　　20　　　　40　　　　60　　　　80　　　　100

　　　　　　　　　　　　　→m－100

図14　階段的加速度変化に対する収敏係数の変動

　　　条件は図13に準ずる

にて階段的位置変化を与えた場合の郵一蜘を示す．同

図④，⑧，◎は階段の高さがそれぞれS＝・O．1，1．0，10の

場合の応答である，④では階段的変化の影響は標本系列

の個有変動に隠蔽されているが，◎では階段的変化の大

きさは閾値を越え，その結果一たん大きなオーバーシュ

ートを示して過去の結果を忘却して急速な修正を行なっ

た後に新たに平滑操作が行なわれ，m＝20位で1痴一〃伽1

はo．1／秒以下となる．

　図13，図14はβ＝0．8，βノ＝0，A＝0．05を用いm＝

100にて階段的加速度変化を与えた場合の拓一拓，1／Km

を示す．同図④，⑬，◎はそれぞれS；O．　OOI，　o．01，0．1／

（秒）2の階段的加速度変化に対する応答である．④では

微少な加速度が検出された結果1／Kmが約o．65に減少

し，1∂ザ雪郷1は約0．08に留っている．③，◎のように

加速度が増大すると平均的な1／Kmの値が減少し，その

結果拓一窃の変動が増大し平滑効果が乏しくなる．図

には示されていないが，S＝＝1．0／（秒）2では常に1／Km　＝o

となるため平滑効果皆無の状態で修年をつづける．

　以上の実験結果により本文のデータ平滑方式による平

滑効果が前述の近似理論より推定されたものと定性的に

一致することが確められた．すなわち不慮の変動を伴わ

ない正常な観測時においては，β＝0．8，・4＝0．05と選

ぶとき1／Kmは1に近い値となり，その結果，過去の

データを長い間記憶してデー一タの平滑をすすめランダム

誤差の影響を除去する，また，位置あるいは速度に予め

予定されていなかった階段関数的変動が生じた場合に
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は，変動が小さな時には平滑作用により漸時その影響を

取り入れて修正を行ない，変動が大きい時には瞬時に過

去のデータを忘却して新しく平滑を開始する．この際，

β・io．5，　A＝・O．1のごとくβとAを増すことにより，平

滑効果の犠牲の上に過去の忘却・再修正の時定数を著し

く短縮できる．加速度に変動が生じた場合には，毎回の

観測において不慮の速度変動が見られる結果，容易に修

正効果を消失するに到るけれども，観測値には必ず追随

し，加速度変動が消滅した時に平滑効果を復元する．

　実験においては用いた標本系列の偏りのため標本系列

個有の緩慢な変動が残っていてこれが容易に平滑効果を

隠蔽し，そのため前述の近似理論と定量的比較はなし得

なかった．定量的比較のためには標本系列の改善が必要

である．

8．結 言

　実時間処理において，二階常微分方程式に支配された

観測対象から得られた観測値時系列から，観測に伴った

ランダム誤差を除去する一方式と，その電子計算機によ

る実験結果を述べた．本文の方式のごとき微分方程式の

実時間数値積分に基礎を置く方式は，従来の多項式当て

はめによる方式に比較して著しく広い適応性を有し，現

象が比較的遅い場合には今日の電子計算機の計算速度を

活用して実行される方式であるので，今後の電子計算機

の進歩と共に活用範囲も拡大されると考えている．本文

においては平滑修正効果の近似理論による解明と，収敏

係数を変数とするという新しいくふうにより思いがけな

かった観測対象，観測状態の変化に対する追随・適応性

が増すことを近似理論と電子計算機による実験結果に

よって示した．

　本文の主題は，司令制御精密レーダ・データ処理研究

会において提起されたものである．主催者の本所渡辺勝

教授には本文緒言に述べた実時間データ処理方式の御教

示をいただき，日本電気株式会社原一行氏，池田博修氏，

村上博敏氏，山口浩氏には数値計算について多大の御援

助をいただいた．本所電子計算機室藤田長子講師，渡辺

研究室の方々には電子計算機による数値計算について多

くの御教示，御援助をいただいた．また，精密レー…一ダに関

しては本所斎藤成文教授，宇宙航空研究所野村民也教授

の御教示を仰いだ．以上の方々に深謝の意を表明する．
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