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北海道大学工学部研究報告

第134号（昭和62年）

Bulletin　of　the　Faculty　of　Engineering，

　Hol〈kaido　University．　No．　134　（1987）

Legendre多項式近似誤差の拡大・縮小の様相について

河口万由香＊　　伊達　　惇＊＊

　　　　　（日召＄［161年9月30露）

On　the　Behaviors　of　Errers　iR　the　Approximation　of　FunetioRs

　　　　　　　　　　　　　　by　LegeRdre　Pelynomials

Mayuka　F．　KAwAGucHi　and　Tsutomu　DA－TE

　　　　　　（Received　September　30，　1986）

Abstraet

　　　1盆the　practical　use　of　aPproximations　of　functions，　u簸expected　troub王es　are　enco琴ntered

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サe．g。，　the　resulti簸g　accuracy　often　drops　even　i負he　degree　of　polynomials　for　approxlmation

is　lncreased，　We　deal　with　a　problem　of　approxiTnatiRg　functions　by　Legendre　polynomials，

which　is　one　of　the　most　important　and“seful　orthogonal　poly登omials　for　approximati捻g

funct圭。難s，　and　estimate　quantitative茎y　both　the　truncation　errors　and　the　cor難putation　errors

i鍛the　apProximat至。鍛．

　　　The　problem　is　to　flnd　the　best　polynomial　determining　approximate　values　of　a　giveR

function　o鷺its　domai捻with　a　required　accuracy　of　values　by　means　of　computers　of　which

possib圭e　signif至cant　digits　are鍛ot　a至ways　sufficient．　This　paper　theoretica1至y　elucidates　how

the　truncatio難error　reduces　a簸d　how　the　computation　error　i穀creases　accordi践g　to　the

i難crease　of　the　degree　of　polynom呈a玉s．

　　　The　results　are　shown　in　the　form　of　curves　plotted　i鍛the　figures　of　error　vs．　degree　of

Poly鶏omial，　and　shown　to　be　almost　coincideta1．

1．序 論

　多項式による最小二乗近似において，連立一次方程式の悪条件の影響を受けるベキ級数近似よ

りも，Legendre多項式近似の方が精度良く近似式が求められることが知られている。しかし，

Legendre多項式近似についても，多項式の次数がある程度以上増加するとべキ級数近似と同様

の精度低下が起こるということを前報告1）において述べた。

　本論文では，近似多項式の精度は，有限次数の多項式で近似するために生じる打ち切り誤差（公

式誤差）と，計算過程で生じる丸め誤差が蓄積された誤差（計算誤差）との和であると考え，両誤差

の定量的評価式を求める。さらに，与えられた被近似関数，近似区間，所要精度，計算手段とし

て許される有効桁数に対して，最も精度の良い近似式の多項式次数，または，所要精度を実現す

る近似多項式の最小次数をあらかじめ予測する方法についても述べる。

　構成は，第2章でLegendre多項式近似についての基本事項をまとめ，第3章で公式誤差と計算
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誤差を評価し，第4章で最適な多項式次数の予測法について述べ，第5章では数値実験による検

証を行う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　2．準　　　備

　最小二乗近似においては，被近似関数，近似式，近似区間をそれぞれf（X），g（X），〔a，ろ〕とお

いたとき，次式で定義される二乗ノルムを近似尺度として採用する。

　　　　II・f一・・II・一ル（・）一9（・）1・dx　　　　　　　　（・．1）

（2．1）式を最小にするg（x）が最小二乗近似式である。以後，一般性を失わずに近似区間を〔一1，

1〕として議論する。

　近似式としてLegendre多項式の一次結合

　　　　　　　だ　　　　9（x）＝Σb，∫）i（x）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2，2）
　　　　　　　齢0
を採用すると，g（X）が最小二乗近似式となるためのb，は次式で求められる。

　　　　b，・＝＝｛（・i＋1）／・｝∫i綱P・（x）・dx　　　　　　　（・。3）

本論文の数値実験においては，（2．3）式の積分にRomberg法を使用しているので，計算誤差を評

価するために必要な式をあらかじめ記すこととする。

　被積分関数をF（X），積分区間を〔a，b］として，積分値

　　　　・イF励　　　　　　　　　　 （・．4）

を求める。積分区間〔a，b〕をMh＝2k－1等分したときの台形公式による積分値をrlt，、とおくと，

　　　　ん々罵（b－a）／喧々，

　　　　　　　　　　　　　かゆ　ま
rk，1・：（肱／2）〔F（α）＋F（の＋2ΣF（a＋ブ勾〕

　　　　　　　　　　　　　ゴ＝1　　　　　　　　　　りどる　し
　＝（1／2）〔rk－1．1＋飯一1ΣF（a÷（ノー0．5）孤一1）〕

　　　　　　　　　　ゴ一三

（2．5）

となる。次式で示される補外計算を行い，所要の精度εに対して1　rh，k－rlt．．　i，k．、1＜εとなったときの

rk，hを穣分値∫とする。

　　　　　　4j”1　rk，，・rm　1－rk－1，j－1
γiこ，ゴ＝

4j－i－！
（ん≧ブ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　3　誤差評価

　（2．3）式でb，を計算する際に計算誤差△ろ∫が加わってb，が得られたとする。

　　　　b，＝ろ，÷△b，

すると，計算値∂ピによる近似式9（X）は次のようになる。

　　　　　　　れ　　ね
　　　　2（x）＝Σろ君（x）

　　　　　　　劣。　　　　n
　　　　　　・＝Σろ，Pi（x）÷Σ△δノ）ピ（x）

　　　　　　　押0　　　　　　　　　旗0

近似式9（x）による二乗ノルムは，Legendre多項式の直交性により，

　　　　Hf－g　Y2一ル（X）一鋼｝2旗

（2．6）

（3．1）

（3．2）
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　　　　　　　一∫厩1・鋼一急・b・P・　（x）12　dx

　　　　　　　一五1蕩、・鋼・dx＋礁・・鋼12　dx

　　　　　　　講121撃1＋瀦箔　　　　　　　・（…）

と変形できる。（3．3）式の第1項は，公式誤差であり，第2項は計算誤差である。ここでは両者を

多項式次数nの関数とみなし，それぞれT（n），1～（n）とおく。

　　　　T（・）一半121撃1，　　　　　　　　　（…）

　　　　嗣講欝　　　　　　　　　　（・．5）
　3．1公式誤差

　（3．4）式で示される公式誤差を積分を含まない簡単な式で評価する。ここでf（x）は，Taylor展

開が急速に収束する関数と仮定する。

　（m十1）次元ベクトルa，b，　P，　X，および（m十1）×（m÷1）行列Lを次のように定義する。

　　　　α≡（（lt），　al，　a2，　・・・…　，　a．），

　　　　b≡（bo，ろ，，ろ2，……，　bm），

　　　　PE≡（Po（x），　P，（x），　P，（x），……，∫）tn（x））T，

　　　　X≡（κO，xi，　X2，……，　xm）T，

　　　　ゐ藁（1ピゴ），　　　（i，　ブ＝0，　1，　・…　一，　m）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3，6）

ここでのは，

　　　　れ　　　　　　　　　　　　
　　　　Σ傷Pピ（x）＝Σaixi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3．7）
　　　　担〔｝　　　　　　　　出。

を満たすものとし，また，1fゴはi次Legendre多項式のブ次の項の係数であって，ら閾0（z〈フ）で

ある。（3．7）式を書き換えると

　　　　b・P＝α・x　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3．7）’

となり，p，　x，　しの間には次の関係が成り立つ。

　　　　P＝　」L。x　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3．8）

（3．7）t式の左辺に（3．8）式を代入すると次式が得られる。

　　　　b●」L　：：＝α　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3．9）

しの逆行列L－1＝（1ゴノ）が存在するから，

　　　　b＝＝a’L…1　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3．10）

　　　　　　　　　　　b，＝Σ　aj　lji’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3．10）t
　　　　　　ブ嵩ピ
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が得られる。ここで國＞＞睡．々1（ん＝1，2，……m一　i）であるならば，αiをf（x）のTaylor展開係数

とほぼ同じオーダーとみなすことにより次の近似が成り立つ。これは，第5章で扱う例題の中で，

逆正接関数以外の関数では比較的痩く満たされる。

δf≒ailiノ

　≒げω（0）／i！）liノ

　　ノe（の（0）2ii！

（2の！ （3ユ1）

（3．4）式においてlb。＋il＞＞ibn＋訳々罵2，3，・…一）であるならば，　T（n）は障％÷1の項めみで近似で

きる。この関係はLegendre多項式の性格上，比較的良く満たされる。

　　　　　　　　　2bn＋12
　　　　T（n）　Eu　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3．12）
　　　　　　　　2（n÷　1）　十1

（3．11＞式で示したb。．1を（3．12）式に代入することにより，公式誤差は次式で評価できる。

　　　　T（n）誌｛f””鷹職誓1）L／2，（晶耳1　　　　（・．・2）

　3．2　計算誤差

　（3．5）式で示される計算誤差を（2．3）式の計算プロセスに沿って評価する。数値積分には，Rom－

berg法を用い，　P進q桁の浮動小数点データ形式で計算するものとする。以下，△は，すべて計

算誤差を表すとする。

i）f（X）の誤差は，次式で評価できる。　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iog，．Z，［ii」1

　　　　1△f（x）｝≦LiC（x）IP－q＋i

　　　　　　　≦max　y’（x）｝P－q＋i　（3．14）

　　　　　　　　一i≦x≦1

ii　）君（X）の誤差は

　　　　　　　　ガ　　　　ムPガ（x）＝Σ△1ガ〆，

　　　　　　　　ゴ？
　　　　i△・Pi（x）1≦Σ1△♂ピメ／

　　　　　　　　’70
　　　　　　　＝Σ｛△1，，1・団

　　　　　　　　ブ70
　　　　　　　≦Σ1△1，ゴ1

　　　　　　　　ゴ＝0
　　　　　　　　　　　ご　　　　　　　＝・Pブq＋1Σ匿」1　　　（3ユ5）

　　　　　　　　　i　　ゴ＝0

となる。ここでlogΣ　1　1i」’1の値をLegendre

　　　　　　　　j＝o
多項式の係数より計算した結果を図1に示

す。図1において実線，破線はそれぞれ
　　ご
logΣ1♂藩0．375σ一2）を示しており，この図
　」壽O　i

より，Σ團は，ゴが十分大きいときおよそ
　　　ゴ壽0

IS

10

o

，｛・IL，

一一一一一一…一一
@log，1，［lij［

一　一　一　一一　O．375（i－2｝

／

o IO

　ue　30
図1　109Σ匿ノl
　　　　j一一〇

100・375（i－2）であることがわかる。従って，△P，（x）は次式で押さえられる。

1△Pi（x）1≦グ吋oo・375（か2）

n，O

T’rm　i
so

（3．16）

4il）f（x）1〕i（x）の誤差は（3。14），（3．16）式およびLegendre多項式の性質11）i（x）1≦1より
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　　　　1△f（x）Pi（剛≦レ（x）ip－q＋’　leo・37s（”2｝＋iP、（x）imaxび（x）9P　”‘’＋i＋O（P－21“　蓋））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．1評x≦1

　　　　　　　　　　≦．鴨罷（x）IP－q＋1｛　loe・37s（’一21＋1｝

ここで十分大きなiに対してて100’375（i－2）＞＞1であるから，

　　　　i△！（x）Pi（x）1≦M・P－c’＋1100．375（’”2’　・

　　　　〃罵鴨釜1匡（x）i

としてさしつかえない。

iv）（2．5）式における計算誤差△ri，，1は，　F（x）の計算誤差を△F（x）とおくと，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た　　　　　　i△rk，　i　l＝1（hk／2）［△F（a）十△F（b）十　2Σ△F（α十ノ肱）］I

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J1．・・　1
　　　　　　　　　　　　　　　　パ　　
　　　　　　　≦hi，［1△F（釧＋Σ1△F（a÷ノぬ々川

　　　　　　　≦（b－a）／Mk・mkl△F（x）i

　　　　　　　：・1（b－a）1△F（x）1

　　　　　　　・＝　21△〆（x）P，（x）i

となる。

v）（2。6）式の補外計算の計算誤差　△rh，jは，

　　　　・硫4’㎜’△睾、三今幅

であるが，文献3）より，次式のように変・形できる。

　　　　　　　　ゴ　と　　　　　　　　ゴ　ヒ
　　　　1△ri，，jl　r：Σ目4フ’々．41レ17（1－1μ四．’i…u）1

　　　　　　　　ど揖（，　　　　　　　　　　　Zl　，「0

　　　　　　　　　　　　召rt，j…ガー1

　　　　　　　　　　　ゴ　ユ　　　ノ　ユ
　　　　　　　瓢1△rl、，正1Σ［！／17（1－1／娃」レ臼つ］

　　　　　　　　　　　i＝o　　　　u＝＝，〔｝
　　　　　　　　　　　　　召ρf＝5…i一．1

≦1△卿戴（丁琉研）

vi）　（3．18），　（3．19），　（3．21）式より，

　　　　Ark，k2Scl．p－2（q－1）．loo・7s（i－2），

　　　　・1　：｛M・・壷旨耐2

とおく。また，（3．5）式を次のように変形する。

　　　　R（n）一急辮｛

　　　　　　　講（同趣馬路1

83

（3．17）

（3．18）

（3．！9）

（3．20）

（3．21）

（3．22）
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　　　　　　一嵩・扁2㌢1

　　　　　　＜2毛＋1蕊・r・，k2　　　　　　　　（・．23）

（3。23）式の△r｝，，k2に（3．22）式を代入して整理すると，

　　　　カ　　　　　　　　　　　れ
　　　　Σ△rk，h2≦Σ　Ci・が2（←’）・loe・75（i－2）

　　　　齢O　　　　　　　i＝o

　　　　　　　　　　　　　　　ノヨ　　　　　　　＝Cl・P－2（e－1）・10－L‘Σ100・75i

　　　　　　　　　　　　　　　f置0
　　　　　　　－Cl・カー・・r届1瑞：：籍1

　　　　　　　≦Cl・P－2（q”1）・loo・7s（n－1）／（100・75－1）

　　　　　　　＝＝c2・P－2（9一1｝●1007Sn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3．24）

となる。従って，計算誤差R（n）は次式で評価できる。

　　　　R（n）≦c2●P－2（q－1）●100・75n（2n十1）／2，

　　　　c・　＝｛M・・磁レ1μ羨1鰐1　　　　　　（・．25）

なお，およそk　・10で積分値は十分に収束し，！（x）の最大値は，1で押さえられると仮定すると，

　　　　c2≒32．452　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3．26）

となる。

　　　　　　　　　　　　　　　4．最適な多項式の次数

　（3．13）式，（3．25）式より，公式誤差T（n）はnに対して急速に単調減少し，計算誤差濯（n）は

急速に単調増加することがわかる。従って，ηに対する二乗ノルムは，

　　　　lif－81i2舞コ【（n）　　（コ【（n）＞R（n）），　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4．1）

　　　　11f－81｝2舞R（n）　　（T（n）〈R（n））　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4．2）

であると予測され，T（n）≒R（n）のとき，1［　f－g　112は最小となり，そのときのnが最適な多項式

の次数がであると考えられる。

　なお，（4。1）式が成り立つ領域を公式誤差領域，（4．2）式が成り立つ領域を計算誤差領域と呼ぶ

ことにする。

　さて，（3．13）式，（3。25）式よりわかるようにT（n）≒R（n）をnの方程式として解くことは容易

ではない。そこで，Iog　7’（n），　log　R（n）をグラフ化し，両誤差曲線の交点よりガを予測する方

法が考えられる。

　　　　　　　　　　　　　　　5．数値実験による検証

　前章までに述べた誤差評価式および最適な多項式次数の予測法を，具体的な関数近似の例に適

用し，評価式の妥当性を検証する。

　5．1　実験内容

　数値実験として，被近似関数に
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　［例1］　！（x）・・sin（7zc／2），近似区間［一1，1］

　［例2］　〆（x）罵exp（一x），近似区間［0，　ln　2］

　1例3］　f（x）＝　arctan（x），近似区間［一1，1〕

を選び，それぞれについて，次の3通りのLegendre多項式近似を行う。

　（の　単精度　（仮数部有効桁16進6桁）

　（　ii）　倍精度　（同16進14桁）

　（iii）　4倍精度　（同16進28桁）

　5．2最適な多項式次数がの予測

　5．1節で与えた被近似関数，近似区間，有効桁数に対して，（3．13）式，（3．25）式で示される公式

誤差，計算誤差をグラフ化したものが図2である。横軸にn，縦軸に両誤差の対数値をとってあり，

右下がりの3本の実線が公式誤差曲線であり，右上がりの破線，一点鎖線，二点鎖線はそれぞれ

精度（i＞，（ii），（iii）の計算誤差曲線である。なお，（3．25）式の（2n＋1）／2という項はグラフの

形状にほとんど影響を及ぼさないので省略してあり，図2の上では，計算誤差曲線は右上がりの

直線で示されている。

　第4章で述べたことにより，両誤差の交わるnを最適な多項式次数がの予測値とすると，図2

よりがは表1のように読みとれる。

　5．3　実験結果と考察

　5．1節で与えた実験の結果を，次数nに対する二乗ノルムの対数値のグラフとして，図2の誤差

曲線と共に図3（a），（b），（c）に示す。実験値はすべてプロットで示してあり，O，△，□は，そ

れぞれ精度（1），（ii），（iii）の実験値である。実験値と誤差曲線が一致する部分はプロットを省

略してある。

　図3（a），（b），（c）を通して，実験値は，小さなnに対しては単調減少し，ある程度以上nが

大きくなると単調増加する傾向を持ち，単調減少する領域を公式誤差領域，単調増加する領域を

計算誤差領域とみなすことができる。

　図3（a）において，プロットは公式誤差領域では曲線と一致じ，精度（の，（ii），（iii）に対して

それぞれn＝5，13，23で公式誤差曲線か

ら分離し，計算誤差曲線とほぼ平行に右　　0　　　1。　　2。　　30　　‘0　　5。　　，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　tl－ntpa“一一u－：
上がりに増加してゆく。

　図3（b）においても図3（a）と同様の

傾向が見られる。ただし，（1）単精度の

；場舎のみ，計算誤差曲線の傾きよりも実

験値の増分の方が大きくなっている。

　ee　3（c）においては，公式誤差領域でも

プロットと公式誤差曲線は必ずしも一致

　　表1　がの予測値

（　　i　　）　（　ii　）　（iii）

単精度　　倍精度　　4倍精度
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図2　公式誤差曲線と計算誤差曲線
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　　　図3（b）二乗ノルム：

　　f（x）＝e．xp（一x），　［O，　ln2］

　　　　しているとはいえない。

6。　　　　また，数値実験のプロットから

　　n　　　　読み取った最適な多項式次tw　n’

　　　　は表2のようになる。

　　　　　以上の観察事実より，

／　　　（1）公式誤差の評価式（3ユ3）式は

　　　　　［例1］，［例2］においては有

　　　　　効であるが，［例3］では十分な

　　　　　評価とはいえない。これは，逆

　　　　　正接関数のような収束性の悪い

　　　　　関数に対しては，（3．1D式の近

　　　　　似が適用できないためと考えら

　　　　　れる。

　　　　（2）計算誤差の評価式（3．25）式

　　　　　は，図3（a），（b），（c）に兇られ

　　　　　たように，かなり過大評価であ

　るが，Legendre多項式近似の計算誤差が指数関数的に増大してゆくことと，その増分がpa　3に

　おいておよそ0．75であるという点では，計算誤差の挙動をよく示しているといえよう。

（3）公式誤差曲線と計算誤差曲線の交点よりがを予測する試みについては，表1と衰2を比較

　すると，計算誤差が過大評価であるため，予測値が実験値より小さくなっている。その差は［例

　3］単精度の場合を除くと，0～2でほぼ一様である。

といえる。

　さて，［例2］単精度の場合に観察された予想以上の精度低下の原因として考えられる事項につ
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表2　ガの実験値

（　i　）　（　ii　）　（iii）

単精度　　倍精度　　4倍精度

［例1］

ξ例23

［例3］

7

4

9

13

9

21

23

17

43

いて述べる。

　本数値実験では，（2．3）式によって近似多項式係数

b，を求めたのち，（3．7）式，（3．9）式の関係を用いて近

似多項式をベキ級数の形に変換してから，＝二乗ノルム

を計算している。しかし，第3章の誤差評価では，bi→

aj変換におけるLegendre多項式係数の誤差すなわち

△ら＝1ザグ鰯の影響を考慮に入れていない。倍精度，

4倍精度計算においては本数値実験でのnの範囲内で△4ゴは十分に小さいが，単精度計算の場合

には大きな影響を及ぼすことが考えられる。

　また，［例21は近似区間［0，1n2⊃が，［一1，1］となるような変数変換を行って近似式を求

め，さらに逆変換を行っている。この逆変換操作の計算誤差が，単精度計算において無視できな

い可能性もある。

6。結 論

　本論文では，Legendre多項式近似の公式誤差と計算誤差の評価式より，最適な多項式次数をあ

らかじめ予測することを試みた。結果は，正確ではないが，実用上十分に役立ち得る予測ができ

た。本手法を用いると，使用する計算機のデータ形式の有効桁に対して，最も高精度の近似多項

式の次数を予測する他に，所要精度を実現する近似多項式の最小次数を予測し，さらに，必要な

有効桁数を知ることもできる。後者の場合は，例えば，4倍精度計算が必要か倍精度で十分であ

るかを判断する際に極めて有効である。

　本論文で行った誤差評価は，

（1）公式誤差評価式（3．13）式は，（3．！1）式の近似を可能とする被近似関数に対しては有効である。

（2）計算誤差評価式（3．25）式は，Cauchy－Schwarzの不等式を用いて誤差の上限を押さえたた

　め，過大評価である。

という問題点を残している。より正確な多項式次数予測のために，これらの改善を今後の課題と

考えている。
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