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《小特集》

ウェーブレット変換による異常探知
一広がるウェーブレット変換の世界一
菊 池 久 和*・中 静
(:.ち

T

真**

ABSTRACT In this paper, we introduce some extensions of popular wavelet transforms and their applications to

i'

signal analysis. Two applications are described: electro cardiogram (ECG) analysis by irregular sampling of the
t

wavelet transform and wavelet packed basis construction for detonation diagnosis of combustion engines. In the
I
ど

characteristic points analysis of ECG wave forms, we apply the wavelet maxima representation to ECG. The wavelet

I
I

仁

maxima are defined as the modulus maxima of a dyadic wavelet transform. The entire signal is represented by the set
of all wavelet maxima. In ECG analysis, we define a basic wavelet as the second‑order derivative of a smoothing
function. With this wavelet, wavelet, wavelet maxima indicate the location of turning points in ECG wave forms. The

I

I
JI

decaying behavior along scale in the wavelet maxima indicates the differentiability at turning points. By exploiting this
multiscale property, we apply the wavelet maxima to the dassification and recognition of characteristic points in ECG.

i.‑

ECG compression, analysis and transmission by the wavelet maxima representation are shown for possible new ap‑

し、

plications. Detonation detection is critical for clean emission of vehicle engine control, and wavelet packets are applied

HJ

to it. A wavelet packet system is obtained from arbitrary combinations in wavelet filter banks. An entire set of particular
I
i

orthogonal transforms are implemented by a single wavelet packet system, and the set covers the orthogonal transforms

i

of which time‑frequency decomposition approximates the various decompositions produced by the wavelet, Fourier and
「、

i

short‑time Fourier transforms. The best basis for a particular application is selected from the entire set of the wavelet

l

packet bases. To detect detonation, we define a Maharanobis distance criterion for the best basis search. Successful
i

dctection was demonstrated in viewing the discriminant score of 96%.

i
i

た例はない.目的とする信号処理にいかにしてウェー

〜

′

I

i.

ト、

I.

は

じめに

ブレットを適合させるか,その工夫の仕方が少しでも

現在,日本語,英語を問わず膨大な数のウェーブレ

読者の参考になれば幸いである.

ット変換の解説書1‑4)が出版されている.そこで本解

第2章では,ウェーブレット変換の定義について説

説では,あえてウェーブレット変換の細かい数学的な

明する.この章では,連続ウェーブレット変換の定義

I
i

解説を避け,著者らが現実の異常探知を中心としたア

から,スケール・シフトパラメータの離散化を経て直

T

プリケーショソにウェーブレットをどのように適応さ

交ウェーブレット変換までを概説する.第3章では,

せて使っているかを中心に解説する.ここで紹介する

心電図の解析・圧縮ウェーブレット変換を適用した

事例には,ウェーブレット変換を定義式のまま利用し

事例を解説する.心電図波形は,医療で広範囲に利用

F
l
i

i
t

I

されている信号であり,その読解法も良く知られてい

I

Singularity Detection by Wavelet Transforms ‑Applications

る.心電図波形の読解で重要な特徴点を詳しく解析す

of Adaptive Sampling of Wavelet Tans forms and Wavelet
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るために,連続ウェーブレット変換の極大値が特徴点
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の座標で発生するようにウェーブレットを設定する.
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さらに,極大値の発生した座標でウェーブレット変換
を標本化する.得られる表現一不規則なシフトパラメータ
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構成するかを解説する.

+〇°

∫

第4章でほ,ウェーブレットを用いて直交関数系を

V(x)血‑0

(3)

‑0°

構成し,ガソリソエソジソの異常燃族検出に適用した

を満たせば良い.これは資格条件(admissible condi‑

例を挙げる.ウェーブレット変換の中には直交ウェー

tion)と呼ばれている・なぜ,上記の条件が必要か考

ブレット変換という直交関数系があるのにもかかわら

えて見る・上記の資格条件を満たさない,すなわち埼
分値が零でないとする.基本ウェーブレット関数のフ

ず,あえて"ウェーブレットによる直交関数系''とい
う章題にした.それは,ウェー7;レットを使って.直

ーリエ変換は,角周波数∽‑Oで零以外の定数をと
る.当然,スケ‑リソグしたすべてのウェーブレット

交ウェーブレット変換を含むより広範囲な直交関数系

関数のフーリエ変換も, ∽‑0で等しい定数をとる.

め集合"ウェーブレットバケット"を定義できるから
である.第4章では,このウェーブレットJ<ケットに
より信号識別に最適な直交基底を導出し,異常燃焼振

そうなると,すべてのウェーブレット変換W(a,b)
には信号の直流成分が含まれ,ウェーブレット変換の

動と正常燃焼振動の判別に用いた事例を解説する.

二乗値の総和は無限大に発散し,逆変換

2.ウェーブレット変換の定義

・(*) ‑∫+̲:J二 y/*(a,x‑b)W(a,b)

単純にウェーブレット変換と呼んでも,連続,離

dadb (4)

が成立しなくなるからである.ここで肩符*は関数の

敬,直交,非直交により,

複素共役を示す.この連続ウェーブレット変換では,

(1)連続ウェーブレット変換

スケール値,シフト値とも連続値をとっているが,十

(2)離散ウェーブレット変換(フレーム)

分な密度でスケール,シフト空間をウェーブレット基

(3)直交ウェーブレット変換

底で覆えるのなら,スケールa,シフトbを適当な間

(4)離散2進ウェーブレット変換

隔で離散化しても,逆変換により原波形の近似が可能

のヰつある.連続ウェーブレット変換は, 7‑I)エ変

である.これがフレームと呼ばれるウェーブレット展
開で

換,窓掛けフーリエ変換との比較を通じて説明される
ことが多いのに対して,直交ウェーブレット変換の説

+C0

Wy=

明は,多重解像度解析から始めることが多い.本解説
では,連続ウェーブレット変換から初めて,スケール

∫

‑0°

IK./*)/(*)血

(5)

と定義できる・ここで*Jは

パラメータ,シフトパラメータの標本化,スケーリソ

vij(*)‑去* te‑*

グ関数の導入と順にウェーブt/ットに拘束を加えなが

(6)

ら,直交ウェーy vット変換まで概説する.連続ウェ

とスケール間隔αとシフト間隔βct'によって定載され

ーブレット変換は,

る. α‑2かつβ‑1と設定することでウェーブレット

+03

W(a, b) ‑

∫

基氏を
y/(a,x‑*)/(*)血

( 1 )

‑トこ′

vi.j(x)‑去'(H

で定義される.ここで, !P(ォ,&)はウェーブレット関

y/(a,x‑b)‑去V (誓

(7)

と定義し,かつ直交性を導入したものが直交ウェーブ

数であり,基本ウェーブレット関数Wx)より

レット変換となる.直交ウェーブレット変換を作る方

(2)

法は,多重解像度解析との関連から導出される.ウェ

と定義される.ここで. aはウェーブレットのスケー

‑7>ットを導くために,スケ‑リソグ関数<*.(*)杏

ルを示し, bはシフトを表す.ウェーy'uット開放系

導入する.これは,信号虹畳み込んで平滑化する関数

は基本ウェーブレット関数の移動(シフト)と伸ばし

であり,低域通過フィルタのイソパルス応答に相当す
る.ここで

縮め(スケーリソグ)によって作られることがわかる.
1/J'Tをウェーブレット基底にかけるの札

ウェーブ

+l泊

*,=

レット基底をスケールによらず二乗潰分値を一定にす

∫

4>i,j(x)/(x)血

(8)

・‑ Olつ

で得られる多重解像度解析を考える.スケーリソグ関
・m

るためである.この基本ウェーブレット関数としての
資格を持つ関数は二乗可積分関数で,積分値が零すな

HI

・y(*) ‑去璃‑>
18

シミュt/‑ショソ

( 9)
第16巻第4号

263

で定義される

この足らない"細かさ"をウェーブレット関数

Sjから,スケールごとの成分を

M ‑∑ <,‑(*)s.i

V2.0(*) ‑ ∑ qj<t>ij(x)

(10)

(13)

]

を導入することで補い,もとの信号を

)

によって信号を近似した例を図1に示す.片符*は関

・, (*) ‑∑ bjtij(x) +cjVf.㌫(*)

数/U)に対して/(‑*)を示す.ここでは図1では
スケールインデクスiのスケ‑I)ソグ関数による原波

(14)

J

と分解しよう.任意の∫￨(*)を表現するために, 2つ

形の近似の様子を示している.スケールが増加するに

の数列{/>}, {?}にいかなる条件が要求されるだろう
か? Daubechiesのウェーブレット導出法では,ウ

つれ,波形の細部が消え粗い近似となって行くことが

ェー7 Vット基底関数が直交するという条件を

わかるー あるスケールにおける近似から次に大きいス
ケールでの近似の間で細部が失われるが,この失われ

(1)シフトしたスケーリソグ関数どうLが直交す
る.すなわち

た部分を表現するのが直交ウェ‑y ¥sット変換の役割
である.直交ウェーブレット変換では,信号をスケー
号が,スケール1のスケーリソグ関数の線形和

・,(*)‑∑ *</*)

4>(x‑m)<f>(x)血‑6仇.0

∫

リソグ関数とウェーブレット関数で分解する.ある信

この等式に式(12), (13)を導入して

(ll)

∑ ),▲Pト加‑2<5m. (

(16)

1

J

で表せるとしよう.ここでスケール2のスケーリソグ

(2)ウェーf¥sット関数とスケーリソグ関数どうL

関数が,スケール1の関数によって

が直交する.すなわち

も,(*)‑∑pAjM

(12)

と表せるとする.当然,スケール2のスケーリソグ関

∑如,+加‑0,

い.スケール2のスケ‑リソグ関数では表現できない

∈Z

l

(3)資格条件から

"細かさ"が,もとの信号にあるからである.そこで,

iv
k‑r ir
・
I'l

r^
^ r 一■

&・
* ?>
1‑ ^ ‑

1

r

▼̀

I

1 28
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図1 多重解像度と各スケール毎に導出されるウェーブレット変換
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(17)

この等式に式(12), (13)を導入して

数だけを使ってもとの信号を再構成することはできな

I ‑

￠(x‑ W(x)血‑0

∫

J

r

(15)

19

(18)
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∑ft‑O

(19)

...

A

ト

と求迫,さらにウェーブレット関数自体のモーメソト
に関する条件式から, 2つの数列(p上}, {g*}を決定し

t

一

丁

I

ている.連続関数であるウェーブレット関数とスケー
リソグ関数に対する条件が,式(12)(13)から,すべて
数列tpl}, {サ.上)についての条件式に置き換わってし
まう.式(12)(13)ほツースケール関係と呼ばれる等式
である.
では, ∫l(∫)からウェーブレット変換を計算するに
はどうすればよいか?規実には,我々がウェーブレ
ット変換しようとする信号は数列である.得られた数
図3

列が, ∫1(i)を間隔1で標本化して得られた数列であ
ると仮定し,この数列をJi(n)とする.スケール2の

ウェーy'vット変換の標本点(1)遵統ウェーブレッ
ト変換, (2)離散ウェーブレット変換, (3)直交ウェ
ーブV‑,ト変換. (4)離散2進ウェーブV‑,ト変換

ウェーブレット変換とスケーt)ソグ関数がスケール1
のスケーリソ〆関数の線形和で示されていることか

‑ルで同時に見ることができない̲ そこで,図2のフ

ら,数列ipk), iq▲)をイソパルス応答とする解散時
間フィルタを用いて,図2に示す離散時間フィルタに

ィルタノ,'ソクのダウソサソプt)ソグを取り除き,フィ
ルタノくソクのイソ/1ルス応答を7ップサソプI)ソグす

よってウェーブレット変換とそれに対応する∫:(n)が

ることで図3(4)のようにすべてのスケールで一定の

計算できる.さらにスケール3のウェーブレット変換

標本化間隔の離散ウェーブレット変換も使用される.

は,スケール2のスケ‑リソグ関数の線形和で表せる

これは離散2進ウェーブレット変換5‑7)と呼ばれ,汰

ことより,さらに同じ構造のフィルタによって導出さ

章の特異点解析で利用する.

れる.これを繰り返すことでスケール1から無限に大
きいスケールまでウェーブレット変換を計算すること
ができる.

3.ウェーブレ・・/ト変換と特異点解析一心電
図とウェーナレ・・Jト極大値一

ここまでに, 3つのウェーブレット変換が定鼓され

波形から情報を得るために,解析の目的に応じて,

たが,それらの榎本化の様子をスケールスペース(dT

ある特徴だけを抽出することが行われている.画像処

b平面)上の標本点によって図3に示す.直交ウェー

理の場合には, 2次元信号を対象とした処理である.

ブレット変換の標本化のグリッドを見ると,時間方向

2次元借号として物体の重なりや背景が画像として表

の標本化間隔は,各スケール毎に異なっている.これ

されている.物体とその背景の境界では,輝度に不連

では,ある時刻におけるウェーブレット変換を各スケ

続が発生する.この不連続を一般的にエッジと呼んで
いる.このエッジが物体の形状を表すことから,画像
を利用する研究分野の多くでは画像の特徴としてエッ

si.i電監

ジを用いている.また,エッジをテクスチャ,雑音の
中から正確に検出するためのアルゴリズムが数多く検
討されてきた.エッジ自体は原信号の不連続点,もし
くは勾配が急な点である.そこで,エッジ検出アルゴ
リズムでは波形を微分し,その極大値の座標をェッジ
として検出している.微分操作は‑イパスフィルタに
相当し.前処理として雑音除去のためにローバスフィ
ルタをかければ.=ッジ検出はノてソドノくスフィルタに等
しい.
さて,ウェーブレット変換における基底関数もノてソ
ドパスフィルタのインパルス応答と見なすことができ

(2)
替り

る.当然,適当な基底関数を利用すればウェーブレッ

問vg^^BXMl四KEE‑i担kttMil層転もraz

20
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ト変換によるエッジ検出が実現できるはずである.ウ

‑ブレット基底が無限回微分可能であると仮定し, α

ェーy'¥sットを用いるエッジ検出を考えた場合,どの

が座標xにおけるリブシッツ指数を示している.不連

ような利点があるだろうか・代表的な活用法として,

続な場合α‑0,微分可能な場合α‑1で,さらに高次

2つのステt'オ画像等で対応をとるために,粗い解像

の微分が可能になるに従い, αの値も増加する.こめ

度でエッジ検出を行った結果をもとにエッジ対応をと
ることで,解像度を上げてさらに詳しい対応をとる例

性質は7‑ I) ‑変換におけるパワー則と類似した性質

がある.これは粗い情報から細かい情報へと対応をと

間的に局在するために不連続が発生する座標まで正確

り,対応づけの誤りを避ける手法である.もう一つ別

に把握することが可能である.

であるが,ウェーブレットはその基底関数が時間・空

な利点としては,エッジの鋭さ(エッジの幅とも言う)

さて,物体の輪郭を把握するためにはエッジの座標

を検出することが可能な点である.基本的な概念を示

を知ることが重要であり,その微分可能性については

すために,図4を参照する・ここでは, Haar基底を

あまり重要ではない場合が多いが,特異点の滑らか

糾、ている・これを2つのエッジ,一つほ不連続なエ

さ,鋭さが解析の重要なポイソトになる分野がある.

ッジであり,もう一つはそれよりも滑らかなエッジの

それが,今回紹介する心電図波形の解析9‑ll)である.

場合である.この例では,いずれのスケールでもウェ
ー7 1/ット基底の絶対値の面積が一致するように規格

心電図は一般にP波, q波, R波, S波, T波の5
つの一連の過渡的な波形によって構成されている.こ

化している.ウェーブレット変換の対象として,不連

れらの発生時刻,ピーク時刻,終了時刻を計測し,そ

続なエッジと滑らかなェッジの2つを例に挙げてい
る.不連続なェッジの場合,どんなに狭い範囲にウェ

れぞれの幅,高さを調べることで疾患を診断してい

ーブレット基底を押し込めても,その中に不連続点が

微分の極大値を検出することで検出されてきた.ある

ある限り極大値は一定である.それに対して,平滑化
されたエッジの場合,スケールが大きい場合,すなわ

極大値が5つの波形のいずれであるか分摂するため

ち大まかに見た場合,変換結果は不連続なエッジとそ

塀序から識別するなどの識別ルールが適用されてい

れほど違いがないが,スケールを小さくしていくとウ
ェーブレットがサポートする区間内での変化が小さく

る.この識別の対象となる特徴の記述に単一スケ‑ル
の微分波形だけでなく,ウェーブレットによるマルチ

なっていき,極大値がスケールと共に減少する傾向を

スケ‑ル解析を導入することで,変曲点の滑らかさか

る.これらの波形は,波形の1階微分の零交差, 2階

に,振幅に対してしきい値を設定する,相対的な時間

示す.ここで,示した例は最も単純な例であるが,マ

ら分類することができる.図5に平滑化関数の2階導

ルチスケールの性質を利用することで,エッジの鋭
さ,正確に呼べば高次導関数の微分可能性を解析でき

関数を基本ウェーブレットとする離散2進ウェーブレ

ることが知られている. S.Mallatらほ>J 7シッツ指数

では, 1階導関数が不連続など‑ク波形と連続など‑

との関連より,ウェーブレット変換の絶対値が

ク波形,さらにイソ/<ルス,白色雑音をウェーブレッ

ット変換を極大値座標で標本化した例を示す.この図

ト変換している.滑らかなど‑クでは,ピークで発生

IW(a,x) l≦Kao

している極大値振幅がスケールの減少に従い急速に減

で支配されることを示している6).7)ここでは,ウェ

少するのに対して, 1階導関数が不連続など‑クでは
減少するスピードが滑らかなど‑クに比べて遅いこと
がわかる.さらに,リブシッツ指数が‑1となるイソ

‑‑L 「＼̲

パルス, ‑1/2となる白色雑音ではスケールの減少に
従ってウェーブレット極大値の振幅が増加する.この

̲̲一二さ‑

スケール間変化を用いれば,雑音が重畳した心電図波
形から,雑音を除去し,心電図の変曲点を検出,分類
することが期待できる.
実際に心電図波形に対してウェーブレット極大値を
求めたものを図6に示す. R波に見られる急峻な変
化点においてはウェーブレット極大値がすべてのスケ
ウェ‑プレット蝣c

図4

SI LTl

ールで観察されるのに対して, T波の発生,ピーク,

冨EF]

消滅が示す緩やかな変化ではスケールの減少に従い穣

Haar基氏によるエ.,ジのウェーブレット変換
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の2つである.さらに,不要な極大値の発生を抑える

図6 心電図波形のウェーブレット塩大値表現

ために, S. Mallatらはこれらの条件の他に極大値間に
滑らかさのペナルティを与えている6).7)また, I.

大値が減少する.以上の性質より,各波形の発生,ど

cvelkovicらは極大値のほかに極小値も加え,極大値‑

ーク,消減点ごとに発生するウェーブレット極大値か

極小値問での単調増加・単調減少も条件として加えて

ら特徴ベクトルを作成し,分類した例を図7に示す.

いる8).ここでは, (1)の条件を満たす集合をV, (2)の

この例ではP‑QRS‑T波の発生順序に関する情報を
用いていないにもかかわらず,各波形の発生,ピー

条件を満たす集合をTとかく.初期値として与えら
れるウェー7uットからTへの射影は,極大値座標
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ば,完全再構成が実現される.では,どの程度の波形
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Sample no.

復元が可能か,凸射影復元を図7の極大値に適用した
i

重宝喜≡

1300

心電図波形のSN比を示している.ほぼ30回の反復射

図9 圧縮データの各階層から得られる心電図情報(第1
階層ではR‑R間稀.第2階層では区分点,第3階
層,第4階層では復元波形を示す.)

影でSN比20dBを超え,珍断に用いるには十分な精
度で原波形が復元されている.

いて第3,第ヰ階層までを伝送し,詳細な心電図を復

例を図8に示す.この図では射影回教と再構成された

I

ここまでに,心電図波形の変曲点を多重スケールで

元して珍断することが可能である.図9に各階層が表
す情報を示す.

分類し,さらに分類に用いたウェーブレット極大値で
原波形を復元できることを示した.心電図波形では変
曲点がまばらに存在するため,特徴記述だけで原波形

心電図波形は不整脈検出等で24時間を超える無拘束
記卓が行われ,全波形を低速な公衆回線等を通じて伝

の情報圧縮・符号化が実現できることが期待できる.

送するためには長い伝送時間が必要となるが,上述の

さらに,符号化情報自体が心電図解析結果と一致する

方法で第1階層から順にブラウズすることで,対話的

ために,波形解析と符号化を同時に実現する新しい心

に異常個所を検出・診断することが期待できる.

電図77!)ケーショソの可能性がある.そこで,心電

4.ウェーブレ・・Jトによる直交関数系‑異常

図のウェーブレット極大値をもとに変曲点を分類し,

燃焼振動とウェーブレ・・Jトパケt・Jトー

最も基本的な解析データから塀に
第1階層:R‑R間隔

前章で説明した心電図解析の場合,解析要求のある

第2階層:R波を中心としたP‑堺SIT波の区分点
座標

特徴点が,前もって十分に知られているケースであっ
た.しかしながら,解析対象となる信号がどのような

第3階層:区分点座標からウェーブレット極大値座標

特徴を持ち.解析手法に何が適しているのか不明な場

までの差分とウェーブレット極大値の振幅

合もある.例えば,ある借号がいくつか与えられ,そ

第4階層:残りのウェーブレット短大値

の信号の特徴は何か調べなければならないとしよう.

と,波形データを階層化して記録,伝送する.異常検

その場合,フーリエ変換,ウェーブレット変換等の直

知は第1階層,第2階層を利用して行うことができ

交変換を適用したり,他のスペクトル解析を適用した

る.第1階層,第2階層は座標データだけであるか
ら,原波形に比べるとごくわずかなデータ量でしかな

直交変換にだけ限って考えてみよう.複数の信号系列

い・さらに異常個所を見つけたならば,その部分につ

が与えられた時,それらを二乗誤差最小に近似すると

平成9年12月

り様々な方法が考えられる.ここでは,解析の手法を
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いう意味においてはKL変換が最適である. (その前
に二乗誤差を基準にするのが望ましいかどうかという
問題もあるが.)しかしながら,得られた基底関数は,
我々が直感的に理解できる(もしくは,関係づけたい)
時間軌周波数軸という観点とは無関係に決まってし
まう・逆に,フーリエ変換,直交ウェーブレット変換
等,基底関数の性質がよく知られている直交基底で特
徴が表せるかどうかわからない.

ウェーブレット変換

一方,既存の直交ウェーブレット変換を拡張し,ス
ケ‑リソグ関数と,それに対応するウェーブレット関
数から,ウェーブレット変換を含む,より広範囲な直
交関数系を導出する方法が提案されている.それが,
ウェーブレットJlケット12),13)である.直感的にウェ
ーブレットバケットを理解するために,図2に示した

A三二Tゴ

フーリエ変換を近似

フィルタノてソク構造を参照して説明する.ウェーブレ
ット変換を美貌するフィルタノてソクでは,ウェーブレ
ット変換結果が,時間・周波数でそれぞれ図10に示し
たなわはり頚城を代表する.このフィルタノてソク構造
では,信号をノ、イパスフィルタとp‑バスフィルタで
2つに分解し,ローバスフィルタの出力を再帰的に分
? ?9

割している.もし,分割する帯域を低域だけと固定せ
ずに,どちらも自由に分割することを許せば,時間・
周波数上での分割(タイリソグ)はウェーブレットバ

図10

ウェ‑プレットパケ./トによる時間・周波数タイ1)
32f

ケットの拘束の中で自由に変更することが可能であ
る.例えば,図10では, ‑イバスフィルタ出力,ロー

御には必須となっている.シリソダ内の圧力変動を調

バスフィルタ出力とも分割を繰り返すことで,それぞ

べれば,異常悠焼の発生は十分な確度で検出できる.

れの帯域を等しくし,フーリエ変換と似た分割も実現

しかしながら,製造,調整,保守に関して安価で実用

できる.直交ウェーブレット変換を含む,広いノてリエ

的な方法は.エソジソ定体に取り付けられた振動セソ

ーショソの直交基底を作り出すことが可能となる.ま

サーから異常於腕を判定する方法である.振動セソサ

た, 2分割フィルタノくソクを基本として,直交基底を

‑からの出力から異常燃焼振動だけを取り出すことは

構成するために,時間・周波数の意味で変換結果を解

不可能であり,機械振動と悠洗振動等が重畳する中で

釈することが可能である.さて,ここで問題となるの

異常燃焼の有無を判定しなければならない.

は,どのパケット分割が目的とする信号解析に望まし
いかという問題である. M. V. Wickerhauserらは,秤

が,主に爆発時のイソノミルス状の衝撃波と,そのシt)

筆者らが行った異常燃焼判定では,異常燃焼振動

価関数の例として,しきい値を超える展開係数の数,

ソダ内への残響から構成されていると仮定した.いず

展開係数の♪乗ノルムの集中度,展開係数のエソトp
t一等を挙げ,分割木の決定法を提案している12).13)

れの成分も,時間・周波数で局在することから,ウェ

著者らは,ウェーブレット/tケットを利用して,ガ
ソリソエソジソの異常燃焼の判定を行っているH),15)

別を目的として,パケット分割を決定する評価関数に
はマ‑ラノビス距離を採用した15)守‑ラノビス距離

ーブレットパケットによる解析を適用した.また,判

内燃機関の異常燃焼とは,ガソリソエソジソのシリソ

とは,多変量解析の分野で用いられる評価尺度で, 2

ダ内で燃料点火時に発生する主火炎とは別に,未燃焼

つの分布の分離の度合いを示す尺度として用いられて

混合気が自己着火する現象である.現在の自動車エソ

いる. 2つのスカラー量のグループ

ジソでは,点火時期を調整するこ'とで,最も効率良

X‑{xu x2‑X.i

く,かつ排ガスの少ない状態でエソジソを動かしてい

Y‑ {yいy% ‑yJ

が与えられた時, 7‑ラノビス距#ほ

る・このために,異常燃焼の有無の判定が点火進角制
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ットによる時間・周波数分割を図12に示す.図12の時
間・周波数タイリソグではマ‑ラノビス距離が大きい

∫

<・与えられる.ここで, XはUh≦

タイルを明るく,小さいタイルを暗く表示している.

の平均値,チ

はU‑}i*.‑i.の平均値を示し, ∫はU),≦l」力の分散∫,2

これを観察すると,高周波債域では周波数分解能より

とU‑)i".の分散4の算術平均

も時間分解能が優先されて分割されていることがわか
る.また,差違の大きい時間帯は信号の前半部に集中

∫2=吏∃

している.低域では周波数分解能が優先されて分割さ

2

によって定められる. 2つのグループの平均値が離れ

れ,差違の大きな周波数帯域とその高調波成分につい

るに従い,また,それぞれの分布が平均値を中心に集

て分解能が高く分割が行われていることがわかる.実

中するほど, 2つのグループの分布は離れ,マ‑ラノ
ビス距離は増加する.このマ‑ラノビス距離を用い

際にこのJ<ケットを利用して,バケットの作成に角い
なかった未知の燃娩振動に対して正解率90%以上の識

て,異常燃焼と正常燃焼に対する展開係数の分布のマ

別結果が得られている.

′、ラノビス距離が最大となる基底関数を持つウェーブ

ウェーブレットパケットを用いずに,ある信号に対

V./トバケットを導出する.バケット分割を求めるに

して,ある評価関数を最小にする意味で最適な直交関

あたり,筒内圧変動から異常燃焼の有無を判定した信

数系を求めようとすれば,それは無限個の直交関数系

号グループを用意する.この2つのグループに対し
て,各帯域をすべて分割するウェーブレットバケット

の中から1つを選び出すことを意味する.しかし,ウ

を適用し,パケットで得られるすべての展開係数を求

トを一つ決めることで,たかだか有限個の中から1つ

める.これらの展開係数の中で,マ‑ラノビス距離を

の直交関数系を見つけ出す操作になり,はるかに容易

長大とするものを探し,それを出力するフィルタノてソ
クのバスを解として決める.次に,初めの選択で決ま

な問題となる.どんな評価関数を与えたとしても,最

?たバスを固定して, 2番めに.1‑ラノビス距離を最
大とする展開係数を探し,それを出力する枝フィルタ
ノくソクのJtスを求める.以上の手順を繰り返し,すべ

トの中で最適な基底開放系を選び出すことができる.
また,基底関数は時間・周波数分布の意味で理解する

てのバスが決まった段階で操作を終丁する.

選び,その評価関数から最適なウェーブレットパケッ

ェーブレットパケットを用いれば,基本ウェーブレッ

悪の場合,総当たりで調べればウェーブレットパケッ

こともできる.信号解析の目的に合致した評価関数を

図1 1に正常燃焼振動と異常燃焼振動の例を挙げ,こ

トを求めれば,得られたノくケットが7‑リェ変換,直

れより得られた異常判別のためのウェーブレットパケ

交ウェーブレット変換等,既知の直交変換よりも目的
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図1 1異常燃焼振動と正常放免振動

平成9年12月

25

正常燃琉振動と異常燃洗振動を判別するための時間
凪間数IXMWXKa

270

とする信号解析,処理に適することは明らかである.
5.

ま

と
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め
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8) Z. Cvctkovic and M. Vetterli: Discrete‑Time Wavelet Ex‑
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する直交開放系を探している.ウェーブレット変換は
過剰系も直交系も作ることができ,さらに,ウェーブ
レットそのものが時間・周波数で局在する単純な波形
であることから,拡張,一般化ないし特化の自由度が
ある.どのような可能性がウェーブレット変換にある

1031108 (1996)

不放則サソプt)ソグからの復元に関しては参考文献2)の第
8章も詳しい.

か,読者の参考となれば幸いである.
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