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スプラインとデジタルフィルターに’よるデータスムージング

　　　　　　　　　のためのBasicプログラム

斉藤慎一
　　　　　　　＊
横井孝志

BASIC　Programs　ofCubic　Sp1ine　Smoo亡hing　a皿d　Digi亡a1Fi1tering

Shin．ichi　SAITO　and　TAKASHI　YOKOI＊

　　This　paper　presents　two　BASIC　programs，wh虹h　are　cubic　sp1ine　smoothing　and　digita1f皿tering，

for　the　smoothing　and　differentiation　ofhuman　motion　data　in　cinematography．

　I　目　的

　映画分析による位置データに含まれるノイズ（誤

差）は，人間の身体運動の場合には，その動作の

信号周波数が比較的低次であるので適当な低域

フィルターを用いることにより軽減できると
言われている4）。これまでバイオメカニクスの分

野での映画分析に用いられてきたデータスムージ

ングには大別すると，（1）単一の多項式，（2）区分的

多項式，（3）移動荷重平均法，（4）デジタルフィルター

などの手法がある1）。

　ところで，最近のマイクロコンピュータの発達

と普及からすると，従来大型計算機やミニコンで

比較的利用の多いデータスムージング法について

マイコン用のBASIC言語でプログラムを書き換

えておくことが役立つのではないかと思われる。

ここでは，上述の（2）と（4）の代表的なスムージング

法をとり上げ利用上の注意などを合わせて紹介す

る。

　皿プロゲラムの説明

　AppendixAには3次スプラインスムージング

のための，Appendix　BにはBu晦rworthのデジタ

ルフィルターのためのプログラムを示した。なお，

それぞれのプログラムの作成の際にはReinsh3）と

Winter4）の資料を参考にした。

　使用方法に移る前にマイコンのシステムとして

本体の他にデータの記憶装置（フロッピーデイス

ク，カセットレコーダ），プリンターおよびモニ

ターテレビ等が利用できるものとする（ここでは

App1e皿p1usシステムを例にとって説明するが，

マイコンによっては入出力の形式が異なるので，

その例としてシャープMZ80－Bの場合について

入出力の部分のプログラムをAppendixCに示し
た）。

　また，映画フィルムからの位置データは既に座

標変換され，実長に換算されておりフロッピーディ

スク等にデータ数，撮影速度などと共に次の順に

記録されているものとする。

　（1）データ名：A＄，……工組のデータの識別名

、（2）データ数：N，・・…・…分析コマ数

　（3）撮影速度：F　S，……1秒間の撮影コマ数

　（4）データ1

　　データ2

データn
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（a）スプラインの場合（ApPendixA）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（rad）
　行番号20～90はフロッピーディスクからのデー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．5
タ入力部分，行番号200－680はプログラムの本

体そして行番号1000～1080は出力部分である。

　20行の文字変数A＄はデータ名であり，30行の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2入カパラメータDYはスムージングの程度を決め

るものであるが，通常は一定値を用いる。位置デー

タに含まれる平均的な誤差があらかじめわかって

いる場合にはその値（標準偏差）を用いる。わかっ　　　　1I5

ていない場合には著者らの経験では，データの最
　　　　　　　　　1　　－1　　　1大値と最小値の差の而（而～而＝o）程度の値

を予測される誤差として用いる。　　　　　　　　　　　1

　1060行の出カパラメータでは，配列変数RD（I）

はRawデータ，配列変数FD（I）はスムージング後

のデータ，配列変数V（I）は速度，配列変数A（I）　　　o．5

は加速度また配列変数RE（I）はRawデータとス

ムージングした後のデータとの差（残差）である。

（b）デジタルフイルターの場合（ApPendixB）

　行番号20～70はブロッピーディスクからのデー

．タの入力部分，行番号220～260はスムージング

後の位置データを微分し，速度と加速度を求める

ためのプログラム，行番号1000～1090は出力に

関する部分，行番号5000～5150はデジタルフィ

ルターのプログラムの本体でありサブルーチンと

して用いる。

　20行の入カパラメータHZはデジタルフィルター

のカットオフ周波数を与えるものである。著者ら

の経験では，映画撮影速度の％～kO程度の値

を用いると良いようである。

　1070行の出カパラメータのうちの配列変数は

スプラインの場合と同じ意味である。

　］皿使用例

　Pezzackら2）のデータを用いて計算した結果を

図1には位置データ（スプラインの場合）を，図2

（スプライン）および図3（デジタルフィルター）には

加速度の値を示した。

　この場合，データ数は142個，サンプルレート

は約0．02秒（14g．75）であり，スプラインの場合

にはDγを0，004に，デジタルフィルターの場合

にはHZを8．0にした。

。　Rawdata

－　Smoothed　data

　　（CubiC　Spline）

02550フ5100　　　　F－arne　Nuτnbe－

　　　　　　Fig．1
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データスムージングを用いる必要はないということ

である。

　実際の利用では，普通一回の試行で良い結果を

得ることは困難であり，試行錯誤的に進めること

になろう。

　一般に，映画分析によって得られた位置データ

から速度・加速度を求める場合，特に加速度の

値が悪くなると言われている5）。スプラインの

プログラムでは，データの両端での加速度はかな

らずゼロになることに注意しておく必要がある。

デジタルフィルターのプログラムでも加速度の値

の利用には慎重を要する。

0　　　　25　　　　50　　　　フ5　　　ユ00

　　　　　F正ame　Numbeエ

　　　　　　Fig．3

　　　　　　　　本研究の要旨は第32回日本体育学会（於，神戸）

　　　　　　　のバイオメカニクス専門分科会シンポジュウムで

　　　　　　　発表した。また，経費の一部は昭和56年度文部省

125　150　　科学研究費，奨励研究（A），の補助によった。
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1080　　NEX↑　I

1090　1＝．R＃O；END
ヨOOO　W　3　　SOR　（　SQR　（　SQR　‘2〕　十　1））　㌫　　T（N　（書．14i竃9265　水　HZ　／　Fε；）
5（，ユO　C　昌　1　＋　　S口R　　（2）　壮　ω　ヰ　ω　水　W

δ04｛）　〔：O　畠　ω　㍗　N　／　C冒C1　冒　2　㍗　　く1　一・　W　氷　W）　／　C

ヨ05‘＝，　C2　＝　　（ω　㍗　　SQR　　（2）　一　1　一一　N　ホ　岬）　／　〔二

5（，ムOFD‘O）　富1〕（（1，）呂ドD（1）　呂D‘1）

割二，70　　1＝’OR　I　筥　2　TO　N

ヨ080　ドD‘I）　8　C（，　な　｛D‘I）　十　2　氷　D｛I　一　，．〕　十　I〕ヰI　－　2））　十　C，．　ホ　ドDく］1　一一　1）　十　　　　水

　　　　　F0（I　－2）

5090　　NE＝X↑　工

5100　D‘N）　雪FD（N）＝D（N・一　1）　・；1ドD（N　－　1）

ヨ110　FORI．＝N－2↑00STEl＝’　一1
Eヨ1二三（｝　一〕‘I）　蟷　〔：（，　水　　く1：1）（工｝　十　2　氷　ド＝D‘I　＋　i｝　ヰ　F！〕く工　十　二…））　十　C；五　氷　I）くエ　ヰ　ユ）　→一　〔：二≡…

　　　　　一）｛I　＋　2）

51：…＝（一　NI三XT　I

笥140　　FOR　I　居　（，　↑0　N＝FD（工）　雪　D｛I）呂　N匡X↑　工．

笥150　　Rl…lTuRN



一206一

ApPendixC シャープMZ－80Bの場合の入出力の変更について※

（1）　スプライン

40　ROPEN／T　A＄
50　工NPUT／T　N’T

80　FOR　I＝O　TO　N：INPUT／T　RD（I）：NEXT　I
gO　CLOSE／T

690　FOR　工＝1　TO　N2
700　FD（I）＝INT（FD（I）★100000＋．5）／100000
710v（工）＝工NT（v（I）★100000＋．5）／100000
720　A（工）＝工NT｛A（I）★100000＋・5）／100000

730　NEXT　工

100．0

1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070

王’R工NT／P；PR工NT／P；PRINT／P
PRINT／P　・l　CUBIC－SPLINE　l＝〕ATA　SMOOTH工NG　　　　DATA　NAME＝1I，A事
PRINT／P　TAB（5），■1sAMPLE　RATE＝1I，Fs，TAB（25），11DELTA　Y＝l1，DY
PRINT／P　，1NO．11，TAB（5），ll　RAW　DATA1I，TAB（15），Il　FILTERED　DATAl1，
PR工NT／p　TAB（31）プI　vEI．oc工TY11，TAB（42）ジl　AccELERAT工0N　II，TAB｛56）；
PR工NT／P　■l　REs．1l

FOR　工＝1　TO　N2
PRINT／P工，TAB（5〕；RD（I），TAB（15），FD（I），TAB（31），v（I），TAB（42）；

　A（I），TAB（53），RE（I）

1080　NEXT　工；END

　　（2）　デジタルフィールター

30　R0PEN／T　A＄
40　INPUT／T　N’T：DIM　RD（N＋2）’V（N＋2）’A（N＋2）’RE（N＋2）’D（N＋2）’FD（N＋2）

60　F0R　I＝o　T0　N言INPuT／T　RD（I）；NExT　工
70　cL0sE／T

270　FOR　工＝0　TO　N
280　RD（I）昌工NT（RD（I）★100000＋．5）／100000
290　FD（I）＝工NT（FD（I）★100coo＋．5）／100000
300V（工）＝INT（V（工）★100000＋．5）／100000
310　A（工）；工N工一（A（工）★100000＋．5）／100000

320　NEXT　工

1000　PRINT／P＝PRINT／P：PRINT／P
l010　PRINT／P　ll　BUTTERw0RTH　D工G工TALF　I　LTER　　　　DATA　NAME＝．1，AS
1020　PRINT／P　TAB〈5），IlsAMPLE　RATE＝1l，Fs，TAB（25），11cUT0FF　Hz＝1・，Hz
1030　PR工NT／P　IlN0．1㌧TAB（5）ヲI1RAw　DATA1■，TAB（15），11F工LTERDE　DATAll，
1040　PRINT／P　TAB（31）パl　VELOCITY1l，TAB（42〕；11ACCELERAT工ON　l1，TAB（56），
1050　PRINT／P　l■REs．l1
1060　FOR　工＝O　TO　N
1070PRエNT／P　I＋1，TAB（5），RD（工）7TAB（15）一，FD（I），TAB（31），v（工），

1080　PRINT／P　TAB（42）7A（I）；TAB（53），RE（I）；NEXT　I

1090　END

※　入出力部分のみの変更であり，各プログラムの行番号は，ApP1e皿用のプログラムの

　　　行番号に対応する。なお，ωの690－730行および、2）の270－320行は計算盤のケタ

　　　数をそろえるために付け加えた。


