
 

Instructions for use

Title 非線形時系列データ解析 : 2. 汎用時系列データ解析システム"MemCalc"の構成

Author(s) 田中, 幸雄; 大友, 詔雄; 寺地, 三朗

Citation 北海道大學工學部研究報告, 160, 11-23

Issue Date 1992-07-30

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/42313

Type bulletin (article)

File Information 160_11-24.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


北海道大学工学部研究報告

第160号（平成4年）

Bulletin　of　the　Faculty　of　Engineering

Hokl〈aido　University　No．160（1992）

　　　　　　非線形時系列データ解析

2．汎用時系列データ解析システム“MemCalc”の構成

田中幸雄＊）大友詔雄調　寺地三朗＊＊＊）

　　　　　　（三yz成4年3月27日受理）

　　　　　　　NonliRear　Time　Series　Analysis

2．　Tlte　ConstructioR　of　A　Data　Analysis　System　“MemCalc”

Yukio　TANAKA’）　Norio　OHToMo““）　Saburou　TERAcHi＊“＊〉

　　　　　　　　　　　（Received　March　27，1992）

Abstract

　　The　purpose　of　the　preseRt　paper　is　to　propose　a　newly－devised　analysis　system　of

time－series　da乞a，　which　is　calleポτMemCalc”which　has　been　worked　out　on　personal

computers．

　　MernCalc　system　is　composed　of　three　procedures：　（1）　a　spectral　analysis　based　on　the

maximum　entropy　method　for　the　frequency　domain，　（2）　an　optimum　fitting　by　the　nonlinear

least－squares　method　for　time　domain，　and　（3）　a　generation　of　artificial　time－series　data．

Especially，　it　is　noted　that　the　IN（［emCalc　successfully　overcomes　substantial　difficulties　in

the　nonlinear　least－square　fitting．

　　Thus，　this　system　is　avaiiable　for　a　wide　variety　of　time－series　data　in　many　fields　sucla

as　natural　science，　medical　science，　biology，　engineering，　economy，　and　so　on．　The

above－mentioned　three　parts　are　described　in　detail．

1．はじめに

　CtMemCalc”システムは，パーソナルコンピュータ上で動作する汎用の時系列データ解析システ

ムである。現在，このシステムを用いた医学・生物学データ，理学・工学データ，経済・行政デー

タ解析が，各方颪の専門家により精力的に進められている。

　本システムの第一の特徴は，スペクトル解析法としての最大エントロピー法（MEM）1＞を，理論

的厳密性を損なうことなくシステム上に実現したことである。その結果，MemCalcでは，　MEM

の原理的特長を十分に発揮できるようになっている。MEMは，その優れた特長にも関わらず理論

的に難解であり，また，計算：量が膨大となる等の理由から，これまで手軽に利用できるコンピュー

タシステムは存在しなかった。MemCalcは，これを克服したはじめてのシステムである。

　第二の特徴は，MEMと非線形最小2乗法の組み合せによって，非線形非定常時系列データの新
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たな解析体系を提起したことである。後に詳述するように，この手続きは非線形最小2乗法の困難

を解決する新たな方法を提起するものとなっている。

　第三の特徴は，その汎用性にある。例えば，医学・生物学分野において現在進められている解

析に限っても，24時間～1週聞の」血圧・心拍数の間欠既定結果（ABPMデータ），血圧連続測定デー

タ（一拍毎のデータ），心電図（R－R間隔データ），脳波，数週間におよぶ体温・行動量データ，

糖尿病患者のFBP等の変動データなど，多岐にわたっている2）。このことを可能にしているのは，

MemCalcシステムが特定の時系列データの特殊な事情に依拠することなく，あくまでも理論的に

厳密に構成されていることにある。

　第四の特徴は，その簡便性にある。MemCalcシステムは数値演算や用いるコンピュータシステ

ムの詳細に立ち入ることなく解析を遂行し得るように，全ての処理を優れたマン・マシン・イン

ターフェイス上に実現している。また，特殊なコンピュータシステムを用意する必要はなく，数

値演；算プwセッサを付加するだけでパーソナルコンピュータ（PC9801シリーズ）上で動作する。

　本稿では，このMemCalcシステムについて，従来の時系列データ解析法と対比して紹介する。

2．従来の時系列データ解析法について

　時系列データ解析の方法には，伝統的な手法としては2つある。1っは，高速フーリエ変換

（FFT）をその代表とするスペクトル解析によるものである。　FFTはその原理的単純さに加え，

近年の集積回路技術の発展にともない，さまざまなハードウェアとしても実現されている。この

結果，より高速・大規模に計算を行うことが可能となっており，当初の電子通信分野における応

用を大きく超えて，理工学分野のみならず，行政・経済・医学データなどを含むさまざまな分野

で用いられるに至っている。

　第二の手法は自己回帰・移動平均模型に基礎をおくものである。例えば，BoxとJenkinsによる

自己回帰和分移動平均模型（ARIMAモデル）などはその代表的なものである。　ARIMAモデルは，

当初から経済分野のみならず，理工学分野なども含めた一般的な時系列データ解析法として提起

された手法である。事実，現在その応用分野は行政・経済・金融などのほか，理学・工学・医学

などのさまざまな分野にわたっている3・4）。

　しかしながら，これらの解析方法は多くの問題を抱えている。FFTは本来，離散データのフー

リエ成分を高速に求めるためのアルゴリズムであって，スペクトル推定法そのものではない。ま

たその理論構成上，真のスペクトルを得るためには無限の過去から無限の未来にわたる時系列

データを必要としており，現実の有限の長さのデータを解析するためには，ウィンドウ函数など

を経験的に導入する必要がある。そのうえで，スペクトルの分解能，安定性，短いデータの処理

についてさまざまな欠点が指摘されてきているs・6）Q例えば，図一1に見られるように，FFTでは

ウインドウ函数やデータ打ち切りによる影響が無視できない6）。

　他方，ARIMAモデルは，時系列データを解析するために，その時系列過程をモデル化すること

が必要であり，元の時系列データと計算値との残差が白色雑音とみなし得るとき，想定したモデ

ルを妥当とする4）。しかしながら，そもそも残差を白色雑音とすることは，解析すべき時系列過程

に当初から強い制約または仮定を持ち込むことにほかならない。これはARIMAモデルに固有の

問題ではなく，自己回帰や移動平均に模型の基礎をおく手法に一般に存在する本質的問題である。
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図1FFTとMEMの比較6）
（a）真のスペクトル

（b）FFTの結果（打ち切りの影響が見られる）

（c）FFTの結果（適当なウインドウ関数を用いた場合）

（d）MEMによるスペクトル

3．MemCaicシステムにおける処理の理論的枠組

　MemCalcシステムは，葬線形最小2乗法やFFT，AR夏MAなどの伝統的な時系列データ解析法

のもつ，さまざまな困難を解決することを囲指して開発された汎用の時系列データ解析システム

である。また，このMemCalcシステムは，恣意的モデルを仮定することなく，時系列デーータのス

ペクトル等を推定したうえで，時間軸上における原時系列データの周期的，非周期的振舞いを解

析することを可能としている。

　MemCalcシステムは次の3つの主要部分から構成される。

　　（1）周波数軸上における時系列データ解析処理（MEM解析処理）

　　（2）時間軸上における時系列データの周期構造解析処理（LSF解析処理）
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　　（3）さまざまな周期成分と雑音をもつ人工データの発生処理

　MemCalcシステムにおいては原時系列データの周波数軸上の挙動と時間軸上の挙動とが，必要

に応じて統一的に取り扱われる。本シリーズで見るように，この統一的取り扱いは，極めて有効

な手段となる。また，LSFの結果導出された最適あてはめ曲線の妥当性をとおして，スペクトル

そのものの妥当性の検証が容易になし得る。

3－1．周波数軸上における時系列データ解析処理の理論的枠組一最大エントロピー法

　周波数軸上における時系列データ解析処理は，最大エントロピー法（MEM）1）を厳密に適用する

ことにより行われる。MEMは，統計物理学の普遍原理である最大エントロピー法7）に基づくスペ

クトル推定法であり，スペクトルの分解能・安定性・短いデータからのスペクトル計算などにお

いて，FFTに比較して圧倒的な優i位性をもつ。

　パワースペクトルP（f）は次のウK一ナー・ヒンチンの公式により与えられる。

　　　　　　　
P（f）＝＝△tΣC（k）exp（i2舜△t）

　　　　　々－一一・co

（1）

ここに〆は周波数△tは測定時間間隔，C（k）は時刻k△tにおける自己相関函数の値である。

有限の長さの時系列データについて，MEMパワースペクトル（MEM－PSD）P（f）は次式とな
る1・8）。

AtPm
P　（f）＝

　　　アぼ

1牽Σγ。exp（i2舜△t）
　　た＝1

2

（2）

ここにP，nは予測誤差の分散，γhは予測誤差フィルター係数，　mはその項数である。

　上式の左辺をフーリエ級数展開し，若干の仮定と計算の後，次のユール・ウォーカー方程式を

得る。．Pm，　o（hはこのユール・ウォ・一一カー方程式を解くことにより得られる。

c　（o）

C　（1）

C　（2）

C（m）

　C（1）　…

　c（o）　…

　C（1）　…

C（m－1）　・一

　C（m）

C（m一　！）

C（m”2）

c　（o）

1

7i

・72

3fm

Pm

o

o

o

（3）

　MemCalcシステムでは，このユール・ウォーカー方程式を解くために，バーグ（Burg）のアル

ゴリズムを用いる。このとき必要となる最適予測誤差フィルターの項数規の推定には，自己回帰

式との関係に基づく各種の情報量規準（FPE，　AIC，　CAT）および対象系の物理的考察に基づく

CCT規準が用いられる。
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FPE（final　prediction　error，最終予測誤差），　AΣC（Akaike’s　information　criterion，赤池の

情報量規準），およびCAT（criterion　autoregressive　transfer　function，自己回帰変換関数規準）

は次式で与えられる9＞。

FPE（m）＝
N十窺十1
　　　　　．Pnt
Ar－m一　1

（4）

　　　　　　　　　2m
AIC（nz）　＝＝　ln　P．　÷

　　　　　　　　　N

（5）

　　　　　　　　　　CAT（m）＝⊥ΣN－k
　　　　　　2V　k＝1　NP，

ノ〉『一m

凪
（6）

　　　　　　　　　　1
　CAT（O）＝一（1÷　一1．t一）　（7）　　　　　　　　　　N

ここにNはデータ点数である。

　また，CCT（characteristic　correlation　time，特性相関時間＞10）は次式で与えられる。

　　　rr21　C　（k）　1

　　　んCCT　＝
（8）

2C（O）

3－2．時闘軸上における時系列データの周期構造解析処理の理論的枠組

　　一最：小2乗ブイッテング（LSF）一

　一般に時系列データx（t）は，時亥ljtに対して非周期的な成分プ（t），周期的な成分g（t），および雑

音ないしゆらぎとみなされる部分h（t）からなると考えてよい。

x（t）　＝f　（x）　＋g（x）　＋h（x） （9）

MemCa玉。システムでは，必要に応じて施される対数変換などの前処理の後に得られる時系列デー

タy（t）が，少なくとも区分的に水準線・線形トレンドなどの非周期的成分鼠’），余弦函数の：重畳

として表される周期的な成分丞’），および雑音とみなされる成分ε（t）の和として記述される。そ

して，ε（t）の2乗和を最小にする最小2乗法によりu（t）とv（t）を決定し，時系列データの挙動を

説明するものである。

　このとき，y（t）は区分的な区聞において

・（幅＋竜門…2転 （t一　g6i）　＋an＋it＋E　（t） （IO）
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と表される。ここに偽は水準値またはy切片，a。＋1は傾向線の傾き，副まi番目のモードの振幅，　T，

はその周期，φゼはその頂位位相，nはモードの総数そしてεωは傾向線と複数の周期成分により

説明できない成分である。

　上式において，余弦函数中の決定すべき変数として周期と頂位位相，周期と振幅が積として現

れることから，ε（t）が0のまわりに正規分布すると仮定することにより，問題は非線形最小2乗

法による最適曲線パラメータ推定の問題となる。しかしながら非線形最：小2乗法においては，誤

差の2乗和を局所的に最小にする解が得られるだけであり，それが唯一の最適な解である保証は

なく，11）一般に初期値に依存する解となるばかりか，アイテレーションにより膨大な計算が必要

とされ，必ずしも実用的であるとはいい難い。

　MemCalcシステムでは，この非線形最小2乗法の原理的困難を回避し，実用的な時間内で良好

な結果を得るために，原時系列データ中のドミナントな一つまたは複数の振動の周期値（これは，

MEM－PSDの一つまたは複数の鋭いピークのピーク周波数の逆数として求められる）のみを

MEM－PSDから別に求め，これにより問題を線形最：小2乗法の問題として解いている。この手続

きは非線形最小2乗法に対して，新たな解法を与えるものである。この結果，1000点程度の時系

列データの解析がパーソナルコンピュータ上で，処理時間からもマン・マシン・インターフェイ

スを考慮した上で十分に実用的な水準でおこなうことが可能となっている。

　線形最小2乗法の枠組みは以下のようになる。先ず，（10）式を変形し，のcos（di，／　2　rr　T，），　aisin

（di，／　2　一T，）をそれぞれai，姦と置き直して次式を得る。

y　（t）　＝　‘lt）　”一　：ll）　｛aicos　一一一：一A

　　　　　i＝一，　i　”　”　2　rr　Ti

t＋bisin　；
　　　　　　　　t｝十an＋it十E（t）
　　　　　2　nTi

（lot）

線形最：小2乗法は，（10’）式に基づいて，偽，ah，砿（k：1，2，…n），an＋1を未知パラメータと

して，次のように厳密に解かれる。11）即ち，各時間をの測定値をy。bs（ti），（10）式で（n＋1）次

項まで用いて計算される時刻4の値をSi（ti）とするとき，　y。b，（t‘）のy（ti）からの誤差をε（ち）とす

る。

y。b、（ti）＝y（ち）＋ε（t・） （ll）

このとき未知パラメータth，　a、，ろ、，碗，　b2，…，an＋、は，次式で与えられる。

a＝　rm　（AT　G，A）　rm　iA’　GyYobs （12）

　ここで，a，　A，（ら，　y。b、は，それぞれパラメータのつくる列べクトル，係数行列，測定誤差の

分散行列の逆行列，測定値のつくる列べクトルである。

a＝｛偽，al，　b、，碗，ろ、，…，an，　b。，　an＋1｝T （13）
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A一一一
　　　　ti　　　　　　　r．．　t1
1　cos　　　　　　sm　　　2π7注　　　　　　　　2π鱗

1…2無・i・，無

1…

…2魅……2転・・n，・舞ηti

…2競……2－la’Z，…，k．，ち

…捻…c・・畿…、弩云t・・＋1

（14）

Gy”　C．一1＝ 6，2　O

O　cr，2

0　　　0

0　　　0

e

o

a32

0

　e

　e

　e

62n＋12

一1

（15）

Y。bS＝｛」・。b。（ち）y。、，（ち）…　y。、、（ち，、＋1）｝T （16）

ここに，犀はε（ti）の分散である。パラメータ∂の共分散行列C、とパラメータから決定される

「改善された」測定値」））は、それぞれ次武で与えられる．

c。＝Gグ王＝（・4T（過）…1

y二／1（ATG，A）一’A’「（協、、＝一A∂

（17）

（18）

ここで

　y＝｛y（ti）ツ（ち）…　　ツ（t2n＋1）｝T

である．

MemCalcシステムにおいては，従来の意味におけるいかなる”モデル”も想定することなく，時

系列データの挙動を解析することが可能となっている。MemCalcシステムで仮定されるのは，時

系列データが一定の変換の後，少なくとも区分的に（10）式で表し得るという点だけである。（10）

式は傾向線と複数の余弦函数の重畳として，時系列データの基本的挙動を説明するものであるが，

その単純さゆえ，さまざまな時系列データに対して，極めて広い適用範闘を持つことになる。
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3－4．MemCalcシステムによる予測について
　MemCalcシステムにおいては，いかなるモデルも想定することなく前腹…系列データの時間軸上

の挙動を再現し得ることは，別の意味で重要である。それは，モデル構成における恣意性を一切

含まない形での予測システム構築の可能【生を与える。この具体的事例は，本シリーズで紹介する。

4。MemCalcシステムにおける処理の流れ

図2には，MemCalcシステムにおけるMEM解析処理とLSF解析処理の概要が示される。この

2つの解析処理は，その結果を相互にやり取り可能であり，統一的に取り扱うことができる。

データ収集システム等により蓄積された解析すべきデータ

澄力・磁気闇

時系列データ

Ii：↓蒸1麟噸lll

時系列データ

修正時系列データ 修正時系列データ

最終予測誤差（FP［）

赤池の情報量基準（AIC）
Criterion　of　Autoregressive　Transfer　（CAT＞
Criteriofi　of　Corre］ation　Time　（CCT）

予測誤差フィルターの項数

MEMスペクトル
自己相関函数

スペクトルピークモード

最適あてはめ曲線パラメータ

修正時系列データに対する
最適あてはめ曲線

原時系列データに対
する最適あてはめ曲線

残差曲線 残差曲線

　＆
　　　　　　　　　　　　t　t　t　t　　”　　t　t　　t　t　　t　t　　t　t　t　t　　t　t　　t　t　　t　t　　t　t　　t　t　　t　t　　t　t　　t　t　　t　t　　t　t　　t　t　　t　t

　　磁気情報・数値印刷・図形印刷出力

鳥総諺∴…コ
旺Hスペクトルデータ
MEMスペクトルピークデータ
自己相関函数データ

聯気門三脚j・図㈱出力

修正蒔系列データ
最適あてはめ曲線データ2種
最適あてはめ曲線極大値データ2種
最適あてはめ曲線極小値データ2種
残差データ2種

図2MemCalcシステムにおけるMEM解析処理とLSF解析処理
　図左側の縦の流れがMEM解析処理であり，図右側の縦の流れがLSF解析処理である。
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4－1。MEM解析処理のながれ

MEM－PSD，および自己相関関数の導出は，　MemCalcシステムにおいては，必要な前処理，お

よび後処理とを網羅した次の一連の手続きとして実現されている。

（1）時系列データの入力

　MemCaicシステムはデータ解析システムであり，その処理すべきデータは観測対象に応じて別

途に用意されるデータ収集システムや，またはエディタ等により，磁気情報として準備される必

要がある。MemCaicシステムのデータ入力処理により，この磁気情報は時系列データとしてシス

テムに読み込まれる。

（2）時系列データの修正（修正時系列データの作成）

　時系列データをスペクトル解析処理の姐上にのせるために，必要に応じて時系列データに補正

を施す。この修正は2つの側面から行われる。第一一は観測システムの不備等に起因する外れ値や

欠落値を修正すること，また不等時間間隔の測定の場合にデータを等時間間隔化することである。

第二は必要に応じて時系列データにパンチング処理を施し，対数をとり，または移動平均処理を

行い，修正時系列データを得ることである。

（3）情報量規準（FPE，　AIC，　CAT）およびCCT規準の導出

　こうして得た修正時系列データに対して情報量規準とCCT規準を計算する。必要に応じて元の

時系列データが更に修正され，情報量：規準とCCT規準が再計算される。こうして情報量の極小値

を与えるラグ（フィルターの項数）をおさえ，またCCT規準により算出されたラグをおさえるこ

とにより，安定したMEMスペクトルを得ることができる。
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図3MEM解析処理におけるスペクトル計算パラメータの設定画薩

　左上が原時系列データ，左下が対数処理等を施した修正時系列データ，右上，右ゆ，右下がそれぞれFPE，　AIC，

CAT、中上がMEMスペクトル，そして中妻が自己相関函数である．
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（4）MEM－PSDと自己相関函数の算出

　情報量規準およびCCT規準によりもとめたラグ値：に基づきMEM－PSDと慮己相関函数を計算

する。特にPSDのピーク位置は高精度に算出される。　pa　3にM£M－PSD算出処理における計算パ

ラメータの設定画面が示される。

（5）スペクトルピーク周波数と周期の抽出

　MEMスペクトルからそのピーク周波数と周期（ピーク周波数の逆数）が抽出される。

（6）処理結果：の纏力

　全ての処理結果は，図形印刷配力，数表印捌出力，または磁気情報ファイルとして必要に応じ

て出力される。

　以上の一連の手続きにより，例えばデータ点数が少なく，しかも大きなゆらぎないし雑音を含

むデータ（データ処理の立場からは最も解析が盛況なデータ）からも満足すべき精度でMEMスペ

クトルをPt　ti二1し，また周期構造を抽出することが可能となる。

4－2．LSF解析処理のながれ

LSF解析処理は，　MemCalcシステムにおいては，次の一連の手続きとして実現されている。

（1＞時系列データの入力

　MEMスペクトル解析処理と同様の手続きに基づいて別途用意されたデータがシステムに読み

込まれる。
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図4LSF解析処理における最適蘭線計算パラメータの設定画面

　左上が原暗系列データ，左下が対数処理等を施した修正暗系列データ，中下が修正時系列データとそれに対する

最適あてはめ曲線，右下が残差，中上が原時系列データと最適曲線の比較，右上がこの両者の差。
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（2）時系列データの修正（修正時系列データの作成）

　元の時系列データに対して，観測システムの不備等に起因する外れ値や欠落値を補正する。ま

た，必要に応じて時系列データにパンチング処理を施し，対数をとり，または移動平均処理を行
う。

（3）最適あてはめ曲線パラメータの導出

　修正時系列データに対して周期数と周期値，傾向線の有無などの指定を行い，最小2乗フィッ

テングにより最適あてはめ醸線パラメータを導出する。pa　4に最適曲線算出処理における計算パ

ラメータの設定画諏が示される。

（4）修正時系列データに対する最適あてはめ曲線と残差の導出

　曲線パラメータに基づき最適曲線が計算され，修正時系列データと比較される。また，両者の

差は残差として算出される。

（5）原時系列データとの比較曲線と差の導出

　最適曲線は別途，原時系列データと比較され，両者の差が算出される。原時系列データに対数

処理を施して得た修正時系列データに対して最適曲線を求めた場合は，この最適曲線に対して逆

変換を行って得た曲線が原データと比較される。

（6）処理結果の出力

　全ての処理結果は，図形印刷出力，数表印刷三二，または磁気情報ファイルとして必要に応じ

て嵐力される。

　　　　　　　　　　　　　　5．人工データの小盗とその解析

　MemCalcシステムに備わる人工時系列データ発生機構を用いて，疑似血圧データを発生させ，

それをMemCalcで解析した例について以下紹介する。

　疑似」盆圧データは，収縮期玉血1圧変動（SBP）を想定し，100mmHgの水準値をもつ24時闘と12時

間の2つの周期からなる関数に正規乱数による”ゆらぎ”を重畳して得た。24時間と12時間のそ

れぞれの周期の振幡と頂位位相の設定値を表1上段に示す。また，”ゆらぎ”の標準偏差は5

mmHgに設定した。

表1　疑似血圧データと解析結果一覧

　MemCalcによD，同一の水準値，周期，振幡，頂位位相と雑音標準偏差をもつ，測定間隔と測定期聞の異なる5

つの疑似血圧データ（データ番号1～5）を発生し，設定値がどのように再現されるかを解析した。全てのデーータ

の発生騨始点は午前7賭に設定した。

認総鋼蕎設灘，，設毯欝，聡慧、調貼，、羅爆、擢孟、上靴、，9離鱗。

1　30m　24h　4．9 99．9　25hOgm　7．23　12：47　11h47m　6．！7　7　：10
2 ，，　48h　5．3 99．8　26hOgm　6．71　11：47　12jO8m　5．71　6　：19

3　15m　24h　4．6 100．4　25h5！m　7．27　12：05　12h37m　6．17　5　154

4　60m　tJ 5．5 99．2　25h44m　6．90　13124　！1j38m　7．46　7　117

5　！2em　Ji
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図5入工時系列データの解析

（a）MemCalcにおける処理の流れ

（b）MEM解析処理におけるCRT画面のハードコピー

（c）LSF解析処理におけるCRT画面のハードコピー

　次に，この疑似血圧デーータを間引きして，ユ5分，30分，60分，および120分間隔の24時問，およ

び48時間の長さの5通りの人工データ（データ番号1～5，表1）を作成し，この5通りのデー

タを解析の対象とした。

5－1．MEMスペクトル解析処理

　MEMスペクトル解析処理におけるCRT画面の1例を七一5（b）に示す。ここで，図左上が疑似

血圧データ，左下が必要な補正を行った解析対象となる修正時系列データ，図右上，中，下が最

適タイムラグを決定するための情報量検定（上からFPE，　AIC，　CAT）である。図中上がMEM

－PSD，中蓋が自己相関関数である。

　時系列データ中の基底変動を構成する振動モードの個数は，このMEM－PSDの顕著なピークの

個数として，それらの振動周期はそれぞれのピーーク位置の逆数として抽出される。

5－2．LSF解析処理

MEMスペクトル解析により抽出された振動モードの個数とそれぞれの周期値に基づき，　LSF
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解析機能により各データに対して指定の振動モードをもつ最適あてはめ曲線が求められる。この

最：適曲線が，疑似血圧変動データから明かにされるべき基底変動である。

　LSF解析処理におけるCRT画面の1例を図一5（c）に示す。ここに，同図左上と左下はそれぞれ

疑似血肥データと必要な修正を施した時系列データ，中下と右下はそれぞれ修正された時系列

データに対する最適あてはめ曲線と残差，そして中上と右上は元の疑似血圧データとこの最適曲

線との比較，および両者の差である。

　図5および表！からわかるように，MemCalcによる基底変動の再現性は極めて良好である。この

人工時系列データの解析内容と結果については，文献12に詳しくまとめられている。
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