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ソフトウェアＤＡＣ と Wave File Player 

 

和田特機株式会社  福村 光治 

AbstractAbstractAbstractAbstract    

 Wave File Player for Experimental（以下 WFP4Exp と略す）には、β機能として 

Up Sampling と Resampling コマンドが付属しています。 

ここでは、その背後にあるソフトウェアＤＡＣと、上記コマンドとの関係について論述します。 

 

IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction 

 未だ数は僅かですが、384KHz サンプリングの楽曲ファイルが発売されてきたようです。 

対象信号の上限周波数を、例え 40KHz 迄にしたとしても、保存が目的ならば、標本化定理より

96KHz で充分な筈です。このハイサンプリングこそが、ＰＣＭデータを局所的に評価する「現行

のＤＡＣではエイリアス問題を無視できない」と言うことの表れであると思います。 

「アップサンプリングについて（以下ⅠⅠⅠⅠと略す）」を発表してからもう直ぐ１年になります。 

この間、計算式の精度と処理時間そして聴感上のテストを繰り返し、多くの結果を得ることがで

きました。そこで、一年間の纏めとしてそれらの報告したいと思います。 

勿論、上記小論の続編でもありますので、このドキュメントをお読みになる前にⅠⅠⅠⅠを未読の方

は一読して於いて頂くと解り易いと思います。 

 

１１１１．．．．エイリアスエイリアスエイリアスエイリアスのないのないのないのない補間曲線補間曲線補間曲線補間曲線をををを求求求求めてめてめてめて    

    ⅠⅠⅠⅠでも再三述べたことですが、標本点を繋ぐ曲線は無限にありますが、その中にエイリアスを

含まないものが必ずあります。そして、それは唯一本に限られます。（つまり元の波形） 

 

   ｆｉｇ．１ 
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前頁の図（ｆｉｇ.1）は、最大振幅の約－２４ｄＢの正弦波（灰）と、その３倍の標本化周波数（ｆｓ）

でデジタル化した１６ビットリニアＰＣＭデータ（黒い４点）と、直線による補間（青）と、値を前後

に半周期づつ延長（赤）した補間です。横軸は時間で単位は標本化の周期（Ts=1/ｆｓ）です。 

もし、一つの標本点だけで補間を決定するなら赤、隣を含めても青の折れ線が関の山です。 

つまり、標本点を局所的に評価する限りは、「高音域はエイリアス盛り」に成ってしまうのです。 

通常のＤＡＣでは、大局的な情報利用が不可能なので、赤や青からの飛躍は困難です。 

本稿では、標本点の値のみならず、そこでの傾きの値を加えることで、精度の高い補間曲線

（≒灰色）が、近傍の４点から求められることを示すと共に、現行の機器を利用してその成果の

一端を評価する為の仕掛け（仕組み）を説明します。 

 

２２２２．．．．出発点出発点出発点出発点のののの式式式式のののの数理的数理的数理的数理的なななな意味意味意味意味    

    ⅠⅠⅠⅠで公開した中点の式（ペジエ曲線を利用した導出は付録Ⅲで与えます） 

Ｐｃ＝Ａ＋（Ａ－Ｂ）／８   式① 

の意味をすこし別の角度から考察してみましょう。 

Ｂ（外側）の間隔がＡ（内側）のそれの３倍であることと 

３＾2－1＾2＝８  （ｘ＾ｙ は、ｘ の y 乗を意味する） 

から、二次関数の性質が連想できるので、 

ｆ(x)＝ａｘ＾2＋ｂｘ＋ｃ 

とおき、 

Ａ＝｛ｆ(x-1)＋ｆ(x+1)｝／2＝ｆ(x)＋ａ 

Ｂ＝｛ｆ(x-3)＋ｆ(x+3)｝／2＝ｆ(x)＋９ａ 

を①式に代入すると、 

Ｐｃ＝ｆ(x) 

となって、正しく予想通りであることが解ります。 

これが第一近似（Ｐ０８）として、出発点とした理由ですが、同時に高域での誤差が無視できな

いことも予想に難くないと思います。 

（Ｐxx の詳細は３節で）（聴感とは別に、ｆｓ/16 以上を高域とします）（ｆｓ は標本化周波数） 

そこで、いよいよ拡張に掛かる訳ですが、高精度の傾きを求めるには、どうしても処理時間が

掛かってしまい、本来の目的にそぐわないので、先ずは少し回り道をしてみます。 

 

３３３３．．．．演算時間演算時間演算時間演算時間をををを優先優先優先優先したしたしたした拡張拡張拡張拡張    

 ①式のもつ近傍点からの寄与を一般化して、標本点の採用範囲を拡大します。 

勿論、それなりの根拠が必要で、以下の二つを要求することにしました。 

ａ．中点の値は、近傍点に係数を掛けたものの和（線形）とするが、係数の合計は１とする。（歪

ゼロ＆低域での利得ゼロ）（聴感とは別に、ｆｓ/256 以下を低域とします） 

ｂ．未来と過去からの寄与を全体でバランス（モーメント合計をゼロに）するのではなく、等距離
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近傍点毎にバランスさせる。（詳細平衡＆位相差ゼロ） 

この二つの条件を満たし、Ｓ－Ａスペクトル上で目的を果たせそうな式を 5 つ採用しました。 

これらの中点演算法を第一近似も含めて、Ｐxx と表記して区別するようにしました。 

Ｐ２１とＰ２４は、６近傍点から 

Ｐ２８、Ｐ３２及びＰ３６は、８近傍点から 

の計算式です。（Ｓ－Ａスペクトルの詳細は付録Ⅱで） 

理論的な評価は、Ｓ－Ａスペクトルで可能ですが、聴感での評価が伴わなければ、ある意味本

末転倒です。そこで評価目的としてＷＦＰ４Ｅｘｐに、Ｐ０８も含めて実装してみました。 

但し、これらの前処理は中点算出に特化した手順であり、本稿の最終目的ではありません。 

とは言え、Ｐ２１以降のアップサンプリングプは実用に耐えるレベルにあると思います。 

 

４４４４．．．．標本点全体標本点全体標本点全体標本点全体をををを滑滑滑滑らかならかならかならかな曲線曲線曲線曲線でででで繋繋繋繋ぐぐぐぐ    

    ⅠⅠⅠⅠで、私が「滑らかに繋ぐ」ことに触れましたが、この部分だけが一人歩きして、「滑らかに繋

ぎさえすれば良い」との誤解が生じているようなので、ここできっぱりと否定しておきます。 

「滑らかに繋ぐ」ことは必要条件でしかありません。 

そもそもＤＡＣの出力は現実のアナログ信号なので、当然「連続で滑らか」です。 

これで良いのであれば、何の苦労も要りません。（但し、元の標本点も通りませんが…） 

では、具体的に求める方法を考えます。 

最終目的が、ＤＡＣチップ内部で標本点間の補間曲線を求めそれを忠実にトレースすることで、

エイリアスフリーなＤ/Ａ変換を行いたい訳ですから、その曲線は近傍の標本値から、計算でき

なければなりません。しかしながら、個々の標本点間（区間）で独立して求めた曲線を繋いでも、

連続ではありますが、滑らかさは保障されません。 

そうであるためには、境界点での傾きが一致している必要があります。 

取り敢えず、各標本点での傾きの算出は次節に譲るとして、ここでは与えられたものとします。 

境界での傾きと値が指定されていると言えば、当然三次のペジエ曲線でしょう。 

但し、ⅠⅠⅠⅠでも述べたようにエイリアスを極力顕在化しないような曲線でなければなりません。 

（エイリアスとは、Ｄ/Ａ変換の結果顕在化される標本化周波数の半分（ｆｓ/2）以上の成分で、Ｐ

ＣＭデータが潜在的に含んでいることの証明は、付録Ⅰを見てください。） 

正確な傾きが与えられたとして、三次のペジエ曲線による中点挿入のＳ－Ａスペクトルを検討

しましたが、３節で求めたプロトコルを全域で上回るには不十分でした。 

そこで、三次のペジエ曲線を拡張することにしました。 

４近傍点の値と傾きから算出できる７次の拡張ペジエ曲線がその要求を満たせそうです。 

このＳ－Ａスペクトルを、付録Ⅱ図に示しましたので参考にしてください。 

また、それぞれの区間に於ける３次と７次の曲線の求め方は、付録Ⅲに纏めました。 

このようにして楽曲全体の波形を関数として求めることができた（任意の時刻の値が計算可能

になった）ので、この変換を「ソフトウェアＤＡＣ」と呼ぶことにします。 
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見ていただければ解るように、８つの係数を求める計算は、傾きが既知であればさほど時間の

掛かる処理ではありません。 

そこで、次節では標本点から傾きを近似する方法を報告します。 

 

５５５５．．．．近傍近傍近傍近傍のののの標本点標本点標本点標本点からからからから傾傾傾傾きをきをきをきを近似近似近似近似するにはするにはするにはするには    

 前節のソフトウェアＤＡＣの性能（効果）を評価するために、WFP4Exp のβ（実験）機能として

フロントエンドに実装しました。勿論、良い精度の傾きを算出できなければ無意味です。 

私達は色々と試行錯誤を繰り返すうちに、ちょっと興味深い方法を得ることができました。 

詳しい手法と、その証明は付録Ⅳを見てください。 

一見エレガントなメソッドですが、近傍範囲を大きくすると途中計算の桁数が爆発的に大きくな

ってしまい、逆に精度を落としてしまいます。 

倍精度浮動小数点では、３２近傍辺りが限度なので、その手順で算出した傾きをベースに、中

点挿入をＰ４０、４分割して算出した３点を挿入して４倍化したものをＰ４４として実装しました。 

（この計算で求めた傾きの誤差は、ｆｓ/4 以下で-0.00%、ｆｓ/3 で-0.33%です。） 

前節のＰ３６迄のＳ－Ａスペクトルと比較しても、完全に凌駕していることが解ります。 

但し、聴感は別の問題です。しかし、エイリアスフリーにより近づいたことには違いありません。 

払った代償は、待ち時間の長さですが、標準的ＣＰＵで再生時間の一割以下なので、ＤＡＣで

の実時間計算が不可能という程ではありません。寧ろ、３２近傍も必要な方が問題です。 

これを解決する為に、傾きデータの埋め込みを考えてみました。 

 

６６６６．．．．リニアリニアリニアリニアＰＣＭＰＣＭＰＣＭＰＣＭファイルファイルファイルファイルにににに傾傾傾傾ききききデータデータデータデータをををを埋埋埋埋めめめめ込込込込むむむむ    

 WFP4Exp が対象にしている wav ファイルは様々な情報をチャンク（chunk）の集合体としてフ

ァイルしています。ここに傾きデータの為のチャンクを追加しようと言う訳です。 

残念ながら、それ用に定義された既存のチャンクはなさそうなので、ＰＣＭの標本値列（data）と

その型式（fmt）に相当する二つのプライベートチャンクを導入することにしました。 

このようにすることで、ＤＡＣ内部では処理時間の短縮と、３２近傍或いはそれ以上の標本点を

取得する為のレーテンシーを設ける必要がなくなります。 

それだけではありません。５節以外の方法で高精度な傾き情報を埋めておくことも可能です。 

例えば、ハイサンプリングで録音したＰＣＭデータから 44.1KHz のデータを作る場合、

22.05KHz（ＤＡＣを考慮するとせいぜい 20KHz か…）以上の成分を完全に除去しておかない

と、折り返し成分としてシグナル側に混入してしまいます。つまり、精度の高いデジタルフィルタ

が必須となり、その処理の結果新しい標本値とその傾きが高精度で算出できます。 

勿論、この傾きデータをＤＡＣに伝える為には超えるべきハードルがあります。 

しかしながら、当面の課題は利用するステージは正反対ですが、WFP4Exp のフロントエンドと

して実装したリサンプリングによるエイリアス抑制効果の検証ですので、今は保留します。 

ところで、この埋め込みによるファイルは、アップサンプリングによる、２倍の標本化周波数の
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ファイルと同等のサイズになってしまいます。これは本末転倒なのではないでしょうか？ 

これに対する答えは、「後者＋現行のＤＡＣで充分エイリアス対策できた」と思うか否かです。 

それで良しと思うのであれば、正確な中点挿入ファイルが良いでしょう。利点は、現状の道具

で１００％の効果を得られることです。（逆に言うとその程度です） 

「傾きを埋め込む」方は、現状の道具だけでは何も恩恵を受けることができません。 

唯一、傾きチャンク対応バージョンのWFP4Exp（未リリース）で、高精度なＰ４０～やリサンプリン

グを利用して、低エイリアスなＤ/Ａ変換にチャレンジできることでしょうか？ 

将来的に、傾きデータ伝達方式が確定し、次節で示すＤＡＣチップが実現できれば、エイリア

スフリーな再生装置を手に入れることになります。 

 

７７７７．．．．ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアＤＡＣＤＡＣＤＡＣＤＡＣをををを生生生生かすにはかすにはかすにはかすには    

 最終目標は、ＤＡＣチップに埋め込んで、その演算結果をトレースして出力することにありま

す。現在でもチップ内では、サンプリング周期を再分割（某資料では 16x8=128 分割）していま

すので、その目標値としてソフトウェアＤＡＣの結果を利用すれば、ｆｉｇ.1 の灰色曲線にドット誤

差の範囲内で一致します。勿論後続のアナログフィルタ等一切不要です。 

（アナログフィルタの目的はエイリアスの除去とそれに食われた信号のイコライザですから） 

と言っても私達だけの力では、ＤＡＣチップの開発は不可能ですし、傾き情報の伝達手段の問

題も解決しなければなりません。（伝達手段は複数の案があります） 

このままでは夢物語でしかないので、ＷＦＰ４Ｅｘｐに組み込んで、そのほんの一端ではあります

が、効果を試し見ることにしました。 

第一評価データも無しにＤＡＣ開発に加わってくれる物好きはいないと思います。 

具体的な実装の一つは、５節にあるようにＰ４０及びＰ４４としての前処理です。 

もう一つは、44.1KHz 系から 48KHz 系へのリサンプリングです。 

現状では、48,96,192 の三種類ですが、同じ精度で 384 及びそれ以上も可能です。 

ＷＦＰ４Ｅｘｐは低ジッタ再生最優先ですので、リサンプリング等は前処理として再生プロセスと

は分離しています。従って、メモリが許す限りハイサンプリングレートへの変換が可能です。 

192KHz 迄なのは、それを超える評価可能なデバイスを持ち合わせていない為です。 

 

ConclusionConclusionConclusionConclusion    

 WFP4Exp を評価ツールとすることで、「ソフトウェアＤＡＣ」を現実のものとして実体化させるこ

とができました。しかしながら、未だ満足できるレベルではありません。この原因は、 

① 傾きの精度が足りない。（ｆｓ/3 で-0.03%以下） 

② 高いリサンプリング周波数に耐える環境がない。（１６分割以上） 

③ ＡＤＣの前処理（ローパスフィルタ）の不完全性。（ハイサンプリングソースから作成） 

に集約されると思います。（括弧内は目標） 

①③は私達の努力次第ですが、②は待つしかなさそうです。 
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また、③はＣＤからのＰＣＭデータに折り返しエイリアス（付録Ⅰ）の混入という懸念です。 

今後、ｆｓを 384KHz とするようなハイサンプリングソースが出回ってくると思います。 

エイリアス低減の為とはいえ、保存用としては余りにも冗長です。 

しかしながら真面目にその周波数で実サンプリングしたものであれば、ＡＤＣにおける折り返し

エイリアスの混入が有り得ない（そもそもアナログソースに含まれていない）ので、独自のデジタ

ルフィルタによる、傾きデータ付の 96KHz ファイル（カットオフ 32KHz）や 48KHz ファイル（カッ

トオフ 21KHz）を作成することで、①も解決してしまいます。 

それをソースにすれば、より正確な評価ができると思います。 
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≪ Appendix ≫ 

 

ⅠⅠⅠⅠ．．．．エイリアスエイリアスエイリアスエイリアスについてについてについてについて    

 ＰＣＭのデータは標本化周期の間隔で並んでいる離散的なバイナリデータの集合体です。 

従って、この値を２次元デカルト座標にドットで表現したものと、一対一に対応します。 

ところがこの総ての点を通る曲線は無限に存在します。例え解析関数という条件をつけてもで

す。（解析関数を唯一つに決定するには集積点が必要です） 

証明は、元データを単振動に分解したとして、ｆｓ/2 未満の単振動で行います。 

以上のように、ｆｓ/2 以上の領域に無限に存在することが解ります。（ｆｓ/2 レンジ毎に一つ） 

そこで、ｆｓ/2 を超えるものをひっくるめて「エイリアス」と呼ぶことにします。 

係数の合計が１になるようにして、信号とエイリアス達を組み合わせたものも標本点を通ること

から、任意の補間曲線がそれらの組み合わせの仕方で表せると予想できます。 

ここで注意していただきたいのは、具体的に補間曲線を入れ（つまりＤ/Ａ変換し）て初めてエ

イリアスの混在割合が決まることです。これを、「エイリアスの顕在化」と呼ぶことにします。 

つまり、エイリアス混入比率は、Ｄ/Ａ変換次第でどのようにでもなるということです。 

また、関係が等式なので、Ａ/Ｄ変換に於いては逆のことも言えます。 

実際、元データの前処理が不完全で、ｆｓ/2 を超える成分があると、信号側（ｆｓ/2 未満）にその
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エイリアスとして潜在してしまいます。これを「折り返しエイリアス」と呼ぶことにします。 

これは非常に困った問題で、ＤＡＣを通すとこちらが信号として復元されます。 

しかも、性能が良ければ良いほど復元率が１００％に近づきます。 

アナログフィルタの数理的限界を考えれば、44.1KHz や 48KHz でのＡＤＣには無理があります。

寧ろアナログソースが含む周波数レンジから、標本化周波数を決めるべきです。 

但し、目的の標本化周波数（ｆｓ）に変換する前に、充分な精度のデジタルフィルタで ｆｓ/2 以

上（実際はｆｓ･4/9 以上）の成分を除去しなければ、骨折り損の草臥れ儲けです。 

実は、この時に標本点での傾きも容易に算出できるので、傾きチャンク作成のチャンスです。 

 

 

ⅡⅡⅡⅡ．．．．Ｓ－ＡＳ－ＡＳ－ＡＳ－Ａスペクトルスペクトルスペクトルスペクトルについてについてについてについて    

 ＰＣＭデータの隣り合う標本点の中間位置に新たに標本点を挿入することを、アップサンプリ

ングと言います。これは、標本化の周期が半分、つまり標本化周波数が二倍になるためです。 

世間では挿入する値がゼロの場合をアップサンプリング呼ぶらしいのですが、ここでは中点挿

入処理そのものを設定する値に関係なく「アップサンプリング」と呼ぶことにします。 

アップサンプリングの結果、信号側のレンジが旧標本化周波数（ｆｓ）迄伸びることになります。 

そこで、０～ｆｓ/2 を信号エリア、ｆｓ/2～ｆｓ をエイリアスエリアとして、その分配パターンを「Ｓ－

Ａスペクトル」と呼ぶことにします。（これもある意味エイリアスの顕在化です） 

このスペクトルは、挿入する値によって決まります。（つまり Pxx によって決まる） 

正確な値を挿入した場合は、Ｓ領域１００％且つＡ領域０％です。 

そこで、Ｓ－Ａスペクトルを図示する為に、周波数を変数とする振幅を求めてみます。 

 

①先ず、最も簡単なゼロ点挿入の場合を考えます。 

何も足していないと思われるかもしれませんが、合成された信号側の成分は｛元の信号＋元の

エイリアス｝の半分になります。（此処で言うエイリアスとはエイリアスエリアの成分です） 

つまり、半分がエイリアスとして顕在化します。 

式で確かめるために、合成信号のω（=２πｆ）成分のみに注目して積に直すと 

{sin(ωt)-sin(ωs-ω)t}/2=cos(ωst/2)･sin(ω-ωs/2)t 

となり、ωst/2=π/2±nπ となる値、即ち t=Ts/2±nTs で確かにゼロになっていることが解り

ます。(Ts=1/fs)(n=0,1,2,3,,,) 

つまり、元の成分は半分ながらフラットで含まれますが、同等にエイリアスも顕在化されます。 

 

②中間点の標本値を一つ前の標本点で代用する方法です。 

①の結果を g(t)としてそれを利用すると、Ts/2 だけ位相の遅れた g(t)との和、即ち 

g(t)+g(t-Ts/2) 

となることが解ります。例によってω成分に注目すると、 
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{sin(ωt)+sin(ωt-ωTs/2)}/2=cos(ωTs/4)･sin(ωt-ωTs/4) 

ωTs/4 だけ位相が遅れるのは、過去のデータのみを引きずっている為です。 

振幅の変化（スペクトル）は、cos(ωTs/4)のωをゼロから 2π/Ts 迄変化することで得られま

す。（ゼロからπ/2 迄変化させたＣＯＳのグラフです） 

この変換は、_P01 として組み込まれています。勿論比較用で、実用目的ではありません。 

 

③中間点の標本値を前後の標本点の平均値で代用する方法です。 

同じく①の結果を g(t)としてそれを利用すると、Ts/2 だけ位相の前後した g(t)/2 との和、即ち 

g(t)+g(t+Ts/2)/2+g(t-Ts/2)/2 

となることが解ります。こちらもω成分に注目すると、 

{2･sin(ωt)+sin(ωt+ωTs/2)+sin(ωt-ωTs/2)}/4={1+cos(ωTs/2)}/2･sin(ωt) 

この結果、過去と未来を同等に扱うと、位相がずれない事も解ります。 

また、振幅のω依存性は、①の振幅の二乗即ちエネルギー配分と同じになります。 

（ｘをゼロからπ/2 迄変化させた{1+cos(2x)}/2 のグラフです）（cos(x) の二乗でもあります） 

こちらも、_P02 として組み込まれています。勿論比較用で、実用目的ではありません。 

 

④ようやく出発点の式 Ｐｃ=Ａ+（Ａ-Ｂ）/8 迄たどり着きました。 

これまでと同様にすれば 

g(t)+{g(t+Ts/2)+g(t-Ts/2)}/2+{g(t+Ts/2)+g(t-Ts/2)}/16-{g(t+Ts･3/2)+g(t-Ts･3/2)}/16 

={1/2+cos(ωTs/2)/2+ cos(ωTs/2)/16- cos(ωTs･3/2)/16}･sin(ωt) 

={1/2+ cos(ωTs/2)･9/16- cos(ωTs･3/2)/16}･sin(ωt) 

過去と未来を同等に扱っているので、当然位相はずれていません。 

また、振幅のω依存性は、1/2+ cos(ωTs/2)･9/16- cos(ωTs･3/2)/16 です。 

こちらは、_P08 として組み込まれています。勿論比較用です。 

 

⑤最後にＰ２１のＳ－Ａスペクトルを求めて見ます。 

g(t)+{g(t+Ts/2)+g(t-Ts/2)}/2+{g(t+Ts/2)+g(t-Ts/2)}/8-{g(t+Ts･3/2)+g(t-Ts･3/2)}/8 

 -{g(t+Ts/2)+g(t-Ts/2)}･3/128+{g(t+Ts･5/2)+g(t-Ts･5/2)}･3/128 

={1/2+cos(ωTs/2)･77/128-cos(ωTs･3/2)/8+cos(ωTs･5/2)･3/128}･sin(ωt) 

当然位相ずれもなく、振幅のω依存性は、 

1/2+cos(ωTs/2)･77/128-cos(ωTs･3/2)/8+cos(ωTs･5/2)･3/128 

となり、_P21 として組み込まれています。 

 

Ｐ４０は３６近傍相当となり項が多いだけでなく、係数もＰＣで数値計算したものとなるので、結

果のグラフのみを示します。 
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折角ここまで計算したので、付録Ⅲで求まる中点算出式②③を用いて、 

「正確な傾きが与えられたら」を前提に、三次及び七次のペジエ曲線での結果も描いてみまし

た。ここで、重要なのはエイリアス領域で与える傾きは、対応する信号側の値だということです。 

従って、Ｓ側とＡ側では、異なった式となり、結果としてギャップを生じます。 

ギャップの大きさ（比率）は、 

三次のペジエ曲線で、π/4（約７８．５％） 

七次のペジエ曲線で、39π/128（約９５．７％） 

にもなります。（残念ながら有限の標本点を線形に合成しても到達できません） 
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ⅢⅢⅢⅢ．．．．３３３３次次次次とととと７７７７次次次次のののの補間曲線補間曲線補間曲線補間曲線のののの求求求求めめめめ方方方方    

 やり方を理解していただく為に、計算が容易な３次のペジエ曲線から始めます。 

ソースは、隣り合う二点（A-,A+）とその傾き（G-,G+）なので、左側の A- 標本点をＹ軸上に取

ります。 

求める関数を、f(x)=a･x^3+b･x^2+c･x+(A-) とすると。連立方程式は 

(A+)-(A-)=a+b+c 

(G-)=c 

(G+)=3a+2b+c 

となります。この方程式は簡単に解けて、 

a=-2･{(A+)-(A-)}+(G-)+(G+) 

b=3･{(A+)-(A-)}-2(G-)-(G+) 

c=(G-) 

になります。本題の７次の曲線に備えて、行列を使った表現もしておきます。 

ついでに、付録Ⅱで利用する為にも、中点を計算しておきましょう。 

f(0.5)=[-2･{(A+)-(A-)}+(G-)+(G+)]/8+[3･{(A+)-(A-)}-2(G-)-(G+)]/4+(G-)/2+(A-) 

      ={(A+)-(A-)}/2+(A-)+(G-)･(1/8-1/2+1/2)+(G+)･(1/8-1/4) 

      ={(A+)+(A-)}/2+{(G-)-(G+)}/8 

      =Ａ-Ｇ/4    式② 

ここで、Ａ={(A-)+(A+)}/2、Ｇ={(G+)-(G-)}/2 です。 

更に外側の標本点（B-,B+）を導入して、平均傾きで近似すると 

(G+)={(B+)-(A-)}/2、(G-)={(A+)-(B-)}/2 だから、これを代入すると 

f(0.5)=Ａ-[{(B+)-(A-)}/2-{(A+)-(B-)}/2]/8=Ａ+(Ａ-Ｂ)/8 

となって、例のＰ０８の式①が導かれました。 

付録Ⅱの三次のペジエ曲線よるＳ－Ａスペクトル図からも解るように、改良の余地があります。 

 

 次に、本稿で採用する７次の補間曲線を求めてみましょう。 

３次の時と同様に、A- 標本点をＹ軸上に取ります。 

求める関数を、f(x)=a･x^7+b･x^6+c･x^5+d･x^4+e･x^3+f･x^2+g･x+(A-) とします。 

方程式及び解は、テキストではみにくいので、次頁に図示しました。 

上段が、７つの係数に対する７元の連立一次方程式です。 

下段は、それを解いたもので、総ての係数が標本点とその傾きで表されています。 

勿論、この関数の定義域は -1～2 つまり標本点(B-)～(B+)ですが、採用する範囲は、0～1 

つまり標本点(A-)～(A+)です。 
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こちらも中点 f(0.5) を求めてみます。 

256･f(0.5)=2a+4b+8c+16d+32e+64f+128g+256･(A-) 

と、２５６倍の値を計算すると少し楽です。 

項数が多くて大変（挑戦してみてください）ですが、各成分毎に纏めると... 

256･f(0.5)=6.5･{(B-)-(A-)}+121.5･{(A+)-(A-)}+6.5･{(B+)-(A-)}+1.5･(Gb-)+40.5･(Ga-)-40.5･

(Ga+)-1.5･(Gb+)+256･(A-) 

=6.5･{(B-)+(B+)-2(A-)}+134.5･(A-)+121.5･(A+)-1.5･{(Gb+)-(Gb-)}-40.5･{(Ga+)-(Ga-)} 

=13･(Ｂ-Ａ)+256･Ａ-9･Ｇb-81･Ｇa 

従って、 

f(0.5)=Ａ+(Ｂ-Ａ)･13/256-Ｇa･81/256-Ｇb･9/256 式③ 

ここで、Ｇａ及びＧｂは、 

Ｇａ={(Ga+)-(Ga-)}/2 

Ｇｂ={(Gb+)-(Gb-)}/6 

で、曲線の曲がり具合を示しています。 

これが、付録Ⅱの正確な傾きを使った７次のＳ－Ａスペクトルの計算に用いた式です。 

また、次の付録Ⅳで求めた近時法を３２近傍に適応したＧを用いて計算した f(0.5)を挿入した

ものがＰ４０です。 

 

 

ⅣⅣⅣⅣ．．．．近傍近傍近傍近傍のののの標本点標本点標本点標本点からのからのからのからの傾傾傾傾きききき算出算出算出算出のののの精度精度精度精度をををを上上上上げるにはげるにはげるにはげるには    

取り敢えず任意の標本点の傾きは、その点を中心に広がる等い時間離れた未来と過去の標

本点の平均傾きで展開可能と仮定します。この仮定は私の独断です。 

強いてあげると、中間値の定理からの連想ですが、数学的な根拠は見出せていません。 

求め方及びその証明を次の頁に示します。 
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この証明で解る通り、対象は無限行列でなければなりません。 

有限範囲にすると、展開は形式的なものとなり、展開係数はその要素が関与しているアプリオ

リな割合を示すものではなくなります。高域情報はより近傍から得られる筈ですが、低域誤差を

保障する程の領域がないと、その分我が身を削って合わせてしまう為でしょう。 

つまり、対象とする範囲に応じて係数が（特に狭い範囲では大きく）異なります。 

有限要素で近似できるか否かは、実際に計算して誤差を評価するしかありません。 

また、行列要素はその定義式②から、列と共に爆発的に増加してしまいます。 

結局、倍精度浮動小数点で逆行列を計算する限りは、16x16 辺りが限度でしょう。 

この時の傾き誤差は、ｆｓ/4 以下では無視可能ですが、ｆｓ/3 で-0.33%程度あります。 

（マイナス符号は小さい方にずれている事を示しています。） 


