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実データに対するGP法を用いたフラクタル次元解析における推定領域の検討

Examination of the scaling region in fractal dimensional analysis using the GP method for empirical data
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In this study, we examined the validity of a calculation method that estimates the scaling region in fractal di-
mension analysis for empirical data. The most probable dimension value (MPDV) method was proposed to estimate 
the scaling region for smaller data sets, and to evaluate correlation dimension using the Grassberger-Procaccia (GP) 
method. The MPDV method was applied to Hénon maps, which consisted of 1,000 and 189 data points. This method 
proved to be somewhat effective in its ability to estimate the scaling region in the GP method for both data sets. 
However, when the MPDV method was applied to empirical data that were observed in the experiment of human 
movement, the histogram of the slopes had two peaks that depended on the number of bins. In this case, the scaling 
region could not be estimated as a unique value. Thus, we developed a new algorithm, which we refer to as the dif-
ference slope method, for estimating the scaling region in fractal dimensional analysis as a function of the change 
in the slope of a log-log graph. In the difference slope method, the estimated scaling regions are dependent on the 
threshold of variances of the slopes. If stricter threshold values are adopted, then the proposed calculation method 
for estimating the scaling region would give valid values for the correlation dimension, even in the empirical data.
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1 　序

我々の身体運動では、行為者は、時々刻々と変化する
環境において、その時々の環境に適した動作を切り替え
ることが多い。例えば、人ごみのなかを通常の歩行や横
歩きを切り替えながら進む場面や、サッカーにおいて、
相手選手の動きに応じてフェイント、ドリブルやシュー
トを切り替える場面にこの身体運動はみられる。一般
に、このような身体運動は、環境から行為者に与えられ
る入力に応じて、その入力に適した多様な動作を切り替
える身体運動といえる。ここでは、与えられる入力の時
間間隔によって、異なる動作を短い時間間隔で連続的に
遂行することもある。この場合、以前に遂行していた動
作が、これから遂行する動作に影響し、多様な動作がみ
られるため、異なる動作を切り替える身体運動は、一見
複雑にみえる。

Yamamoto and Gohara（2000）は、力学系理論の切替
ダイナミクスモデル（Gohara & Okuyama, 1999a）を援
用し、この複雑にみえる身体運動の生成機序を明らかに
している。この研究では、テニスにおけるフォアハンド
とバックハンドの切替を、力学系理論における複数のア
トラクタ間の切替と捉え、２種の入力が連続して行為者
に与えられるのみにも関わらず、動作の履歴によって８
種の動作が現れることを明らかにしている。さらに、こ
の８種の動作の生成機序が、フラクタル図形の１つであ
るカントール集合の時間発展と一致することを示して
いる。すなわち、上記のような身体運動における複雑さ
は、ランダムな複雑さではなく、フラクタルという単純
な規則から生じることが示されている。
フラクタルとは、Mandelbrot（1977）により提唱され
た概念であり、どの大きさでみても同じ構造が出現する
という自己相似性をもつ図形や構造、現象などの総称
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である。このフラクタル性が、ヒトの身体運動にみられ
ることを示唆している研究は少ない（Todder, Avissar, & 

Schreiber, 2001; Cignetti, Schena, & Rouard, 2009）が、ヒト
の脳波や心拍にフラクタル性がみられることは多く報
告されている（Achermann et al., 1994; Carvajal et al., 2005; 

Mekler, 2008,など）。また、嶋田（1992）は、ショウジョ
ウバエが新奇な環境に適応する行動にフラクタル性が
みられたことを報告しており、フラクタル性がみられる
システムはエラー耐性が高いシステムであることを示
唆している。ヒトの身体運動において、エラー耐性が高
いシステムとは、時々刻々と変化する環境に適応するこ
とができる行為者であると考えられる。
このフラクタル性は、フラクタル性を有する図形の幾
何学的な複雑さを定量化するフラクタル次元をもって
特徴づけられる。フラクタル次元では、線分の次元は
１, 平面は２, 空間は３となる。フラクタル次元が整数値
である場合、例えば、次元が２である場合、点が無秩
序に平面全体を覆っているとされ、その図形はフラク
タル性を有していないとされる。他方、フラクタル次元
が非整数値である場合、線分と平面の間の図形や、平
面と空間の間のフラクタル性をもつ図形の複雑さを表
す。例えば、代表的なフラクタル図形であるエノン写像
（Figure 1a）は、線分と平面の間のフラクタル図形で、そ
のフラクタル次元は1.21であることが確かめられている
（Grassberger, 1983）。
これまで、フラクタル次元の推定には様々な推定法が
提案されている。例えば、リアプノフ指数よりフラクタ
ル次元を求める方法（Kaplan & Yorke, 1978）や、ボッ
クスカウンティング法（Takens, 1984; Liebovitch & Toth, 

1989）である。しかしながら、これらの推定法では、多く
のデータ数、すなわち、写像上に多くの点数が必要であ
ることがいわれているため、これまで実データのフラク
タル解析の場面では適用されることがほとんど無かっ
た（合原，2000）。これらの推定法に対して、写像上の２
点間距離の累積頻度分布をもとに計算された、相関積分
の推定領域を推定することにより、フラクタル次元の一
種である相関次元を推定する Grassberger-Procaccia（GP）
法が提案されている（Grassberger & Procaccia, 1983）。GP

法では、点数が比較的少なくても妥当なフラクタル次
元が推定されるとして、これまで、多くの実データのフ
ラクタル解析に用いられてきた（Babloyantz & Destexhe, 

1986; Nan & Jinghua, 1988; Skinner et al., 1993; 清水・廣
瀬， 2003; Carvajal et al., 2005; Mekler, 2008, など）。しか
し、推定領域の推定は恣意的に決定されることが多く、
偽の次元値を推定してしまう恐れがあることが指摘さ
れている（池口・合原・的崎，1993）。この指摘に対し
て、相関積分の傾きの頻度分布を用いることで推定領域

を決定するmost probable dimension value（MPDV）法が
提案されている（Casaleggio & Bortolan, 1999; Corana et 

al., 2004）。しかしながら、MPDV法を用いて推定領域を
決定する GP法によって、少数の実データのフラクタル
次元解析をおこなった研究は報告されていない。
複雑にみえる身体運動を生成する機序であるフラク

タル性を定量化することにより、ヒトの身体運動の巧み
さや環境へ適応する能力が定量可能になることが期待
される。しかしながら、身体運動に関するこれまでの研
究は、多様な環境に適応する身体運動の複雑さを定量
化できていない。その理由は、データ数が少ないことと、
その少数のデータ数から妥当な推定領域を求めること
が難しかったことによる。そこで本研究では、データ数
が少ない実データに対して、MPDV法を用いてフラクタ
ル次元を推定し、この妥当性を検証する。その検証にあ
たり、まず、次元値の推定に十分なデータ数であるとさ
れている（合原，2000）、Nが1,000点のエノン写像を例
に、この推定法を概説する。そして、少数データのエノ
ン写像において次元値を推定し、先行研究で既知となっ
ている次元値と比較することでその妥当性を検証する。
次に、実データについて同様のフラクタル次元解析を行
い、MPDV法の問題点を指摘する。最後に、推定領域
を決定するため、本研究で提案された傾斜差分法を用
いて次元解析を行い、MPDV法と比較する。少数の実
データに対して GP法を用いたフラクタル次元解析にお
いて、妥当性の高い推定法を明らかにすることが本研究
の目的である。

2 　GP 法によるフラクタル次元の推定法

Figure 1は、Nが1,000点のエノン写像において、GP法
により相関次元を求める過程を示している。GP法では、
相関積分（correlation integral）を求めることで、フラク
タル次元の一種である相関次元を算出することができ
る。相関積分は２点間距離の累積頻度関数であり、次式
で定義される。

　　　　C（r） = lim 
1

N2
 Σ  U（r－｜rij｜）  （１）

また、写像上の点を v（i）とし、

　　　　　 v（i） =（v1 , v2 , v3 , …, vN）  （２）

であり、rij = v（i） － v（ j）である。ここで、Nは写像上
での点の総数、U（ϵ）はヘビサイド関数で、

N∞ i, j = 1

N
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  � 1（ϵ ≥ 0）
　　　　　　 U（ϵ） = �  （３）
  � 0（ϵ < 0）

である。
rは、m次元空間におけるアトラクタ上の１点 v（i）を

中心とする m次元超球の半径である（Figure 1b）。相関
積分は、点 v（i）を除いた残りの（N － 1）個の点 v（ j）
（ j = 1,2,…, N － 1）あるいは v（k）（k = 1,2,…, N － 1）（但
し、i ∙ j ∙ k）が、点 v（i）を中心とする半径 rの m次元
超球内に入る個数を数え、この計算を全ての点 v（i）を
中心にして繰り返すことにより得られる（合原，2000；
長島・馬場，1992）。

Figure 1cは、半径 rと、式１より得られた相関積分 C

（r）の両対数プロットである。式４のように、図中の両

対数プロットのなかの適当な領域（推定領域（scaling 

region））で推定された傾きが相関次元と定義されてい
る。

　　　　　　 logC（r） ∝ v（m）log（r）  （４）

このとき、v（m）は相関指数（correlation exponent）であ
る。
本研究では、推定領域を求めるため、log（r）-logC（r）

の傾きを、６点ずつを用いた最小二乗法により求めた
（Boon et al., 2008; Cignetti et al., 2009; Todder et al., 2001）。

Figure 1dは、両対数プロットの傾きを描いたものを 
log（r）の関数として示している。推定領域は、この両対
数プロットにおいて、傾きが一定の値をとる安定した領
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Figure 1　エノン写像（N = 1000）における相関積分と傾き。（a）エノン写像（N = 1,000,  
a = 1.4, b = 0.3）。（b）は、（a）中の灰色部分に対応する範囲を示している。（c）C（r）と rの
両対数プロット（写像上の２点間距離の累積頻度分布）。GP法において、log（r）が低い値を
とる領域が誤差領域、また、高い値をとる領域が飽和領域となり、その両領域の間にある推
定領域の傾きが相関次元とされている。（d）Log（r）-logC（r）プロットの傾き。
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域とされており、その領域での傾きの平均が相関次元と
なる。また、推定領域以外の領域について、log（r）が低
い値をとる領域を誤差領域（noise region）、log（r）が高
い値をとる領域を飽和領域（saturation region）とされて
いる（Mizrachi et al., 1984; Casaleggio et al., 1995）。本研
究では、誤差領域と推定領域の境となる log（r）を Nr、
推定領域と飽和領域の境となる log（r）を Srとした。

GP法では、相関積分が Nの極限として定義している
ので、Nが多ければ多いほど信頼度の高い相関次元が
算出される。さらに、推定されるフラクタル次元が大き
くなるにつれて、Nも大きくする必要があることが指摘
されている（池口ほか，1993）。また、推定領域が恣意
的に決定されることが多いことも指摘されている。しか
し、実データを解析する場合、Nの数を大きくすること
は困難な場合もあるため、少ない N数で、誤差領域、推

定領域、飽和領域をいかに精度よく決定するかが問題と
なる。その推定領域の決定にあたり、本研究ではMPDV

法という指標を用いた。

2 . 1 　Most probable dimension value（MPDV） 法
MPDV法は、log（r）-logC（r）の傾きにおける頻度分

布を用いることで、推定領域を決定する指標である
（Casaleggio & Bortolan, 1999; Corana et al., 2004）。Figure 

2は、MPDV法によって推定領域を決定する過程を示し
ている。Figure 2aは、エノン写像（N = 1,000）における 
log（r）-logC（r）の傾きを、log（r）の関数として示し、Figure 

2bは、ビンの数を15に定めた場合の、傾きのヒストグラ
ムを示している。MPDV法では、傾きの最頻値（Pmax）
をヒストグラムから算出し、その最頻値に基づき推定領
域を決定する。最頻値を中心とし、次のピーク値が現れ
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Figure 2　MPDV法における推定領域の算出過程と相関次元。（a）エノン写像（N = 1,000）に
おける log（r）-logC（r）プロットの傾き。（b）ビンを15に設定した場合の log（r）-logC（r）プロッ
トの傾きの頻度分布。傾きが最大頻度となるビンから、次のピーク値が出現するビンを正負と
もに検出し、そのビンの１つ手前のビンがそれぞれ Xaおよび Xbとなる。（c）ビンの数と傾き
における等値面図。図中の色が白色に近づくほど、その傾きが出現する頻度が高いことを示し
ている。（d）は、各ビンの数における相関次元の変化を示している。
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るまでのビンを両端において算出し、そのビンの１つ前
のビンが、推定領域を求めるための下限（Xa）および上
限（Xb）の傾きとなる。log（r）と傾きのプロットにおい
て（Figure 2a）、Xaおよび Xbと対応する log（r）（Srおよ
び Nr）の値を求め、その Srから Nrまでの領域が推定領
域となる。Figure 2aでは、白抜きの領域が推定領域とな
り、その推定領域における傾きの平均が相関次元とされ
る。
例えば、ビンの数を15に定めた場合、Xaは0.29、Xbは
2.03であり、Xaおよび Xb各々に対応する log（r）は、1.42
（Sr）および－7.72（Nr）であった。すなわち、推定領域
は log（r）が－7.72から1.42の間の領域となり、相関次元
は1.19であった。
ただし、MPDV法では、ビンの数によって傾きの最
頻値が変化し、それに伴い推定領域も異なることが予測
される。そこで本研究では、ビンの数を10から20に変化
させ、各々のビンによって相関次元を算出することで、
MPDV法の妥当性を検証した。Figure 2cは、各ビンの
数と傾きにおける等値面図を示している。図中の色が白
色に近づくほど、その傾きが出現する頻度が高いことを
示し、各ビンの数において、最も白色に近い傾きが出現
するビンが最頻値となる。各ビンの数において求まる最
頻値を基に推定領域を決定し、各ビンの数における相関
次元を算出した。

Figure 2dは、各ビンの数における相関次元の変化を示
している。先行研究において、GP法、ボックスカウン
ティング法、リアプノフ指数を用いて推定されているエ
ノン写像のフラクタル次元の範囲を、図中の灰色の範囲
として示している（Russell et al., 1980; Grassberger, 1983; 

Liebovitch & Toth, 1989）。全てのビンの数において算出
された相関次元の平均は1.20（±0.01）であり、先行研
究によって推定されているエノン写像のフラクタル次
元とほぼ同等の値であった。この結果より、MPDV法に
より推定された次元値は妥当な値であると考えられる。

3 　少数データにおける相関次元

N = 1,000のエノン写像において、MPDV法を用いて
算出した相関次元は妥当な値が推定された。そこで、少
数データである、N = 189＊１のエノン写像においても妥
当な次元値が推定されるかを検証した。Figure 3aはN = 
189である場合のエノン写像、Figure 3bは C（r）と rの
両対数プロット、Figure 3cは log（r）-logC（r）プロットの
傾きをそれぞれ示している。

Figure 4aは、N = 189であるエノン写像において、ビ

ンの数と傾きの等値面図を示し、Figure 4bは、各ビンの
数における相関次元の変化を示している。Figure 2dと同
様、Figure 4の灰色の範囲は、先行研究によって推定さ
れているエノン写像のフラクタル次元の範囲を示して
いる。
結果、ビンの数に関係なく相関次元が一定であること

が示された（Figure 4b）。全てのビンの数において算出さ
れた相関次元の平均は1.25（±0.01）であり、先行研究に
よって算出されているエノン写像のフラクタル次元と
ほぼ同等の値であった。これより、少数データであって
も、MPDV法を用いて推定領域を決定するGP法によっ
て推定された次元値が、妥当な次元値であることが明ら
かとなった。

4 　実データにおける相関次元

N = 189のエノン写像に対し、GP法において推定領
域を決定するMPDV法を用いてフラクタル次元解析を
行ったところ、MPDV法の妥当性が明らかとなった。そ
のため、実データにおける相関次元を推定した。

4 . 1 　実データによるポアンカレ写像
実データは、卓球において、フォアサイドおよびバッ

クサイドのいずれかに連続してボールが投射される状
況（Figure 5a）の打球動作であった。この状況における
打者の身体運動を撮影し、切替ダイナミクスモデルに基
づき、この身体運動を幾何学的構造として特徴づけた。
用いた変数は、両肩峰を結ぶ肩セグメントの中点の鉛直
方向速度（midpoint velocity）と、X-Y平面上での肩セグ
メントの回旋角速度（angular velocity）であった。これ
らの変数の振る舞いを幾何学的構造として特徴づける
ため、両変数の時系列データを超円筒状態空間ℳ内の
軌道およびポアンカレ断面Σ（θ = 2p）上のポアンカレ写
像点として表現した。Figure 5には、その分析過程を示
している。Figure 5bは、肩セグメントの中点の鉛直方向
速度（点線）と回旋角速度（実線）の時系列データを示
している。Figure 5b中の▲および▼は、それぞれフォア
サイドおよびバックサイドにボールが投射された時点
を示している。Figure 5cは、両変数の時系列データを、
超円筒状態空間ℳ内の軌道として表現したものである
（郷原，1996）。ボールが投射された時点を一周期分の軌
道の始点（θ = 0）、次のボールの投射時点を終点（θ = 
2p）としている。さらに、超円筒状態空間ℳ内の軌道
を、ポアンカレ断面Σ（θ = 2p）上のポアンカレ写像点
として表現したものがFigure 5dである。ポアンカレ写像

＊１　本研究で用いた実データの点数と同数のエノン写像の次元値を検討するため、N = 189とした



― 12 ―

鈴木、山本

点は、超円筒状態空間ℳ内の軌道の集合をポアンカレ
断面Σ 上に写像したもので、軌道を縮約したものであり
（Gohara & Okuyama, 1999a）、これにより打球動作の振る
舞いを幾何学的構造として特徴づけることができる。こ
こでは、フォアサイドに対応した写像点を丸記号（●）
で示し、バックサイドに対応した写像点を三角記号（▲）
で示している。ポアンカレ写像点の点数は、フォアサイ
ドおよびバックサイド合わせて189点であった。この２
次元平面上でのポアンカレ写像点の分布について、その
フラクタル性の定量化を試みる。

4 . 2 　MPDV 法により推定された相関次元
Figure 6aは実データのポアンカレ写像、Figure 6bは

C（r）と rの両対数プロット、Figure 6cは log（r）-logC（r）
プロットの傾きをそれぞれ示している。Figure 7aは、実
データのポアンカレ写像（N = 189）において、ビンの
数と傾きの等値面図を示し、Figure 7bは、各ビンの数に
おける相関次元の変化を示している。
全てのビンの数において算出された相関次元の平均

は1.01（±0.35）であり、エノン写像と比較して、平均
のばらつきが大きかった（Figure 7b）。エノン写像では、
各ビンの数における傾きの最頻値が１つに定まる、すな
わち、各ビンの数で一峰性のヒストグラムがみられるの
に対して（Figure 2c）、実データのポアンカレ写像点で
は、傾きの最頻値が２つみられる二峰性のヒストグラム
がみられた（Figure 7a）。これにより、各ビンの数におけ
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る傾きの最頻値に依存して、推定される相関次元が大き
く異なり、平均のばらつきが大きかったと考えられる。
エノン写像と異なり、実データの相関次元は未知であ

る。しかし、以上の結果は、MPDV法を用いて推定領域
を決定する GP法において、偽の次元値を推定してしま
う恐れがあることを示している。そこで、その問題を解
決するため、本研究では、log（r）-logC（r）の傾きの微分
値を用いることで推定領域を決定する傾斜差分法とい
う方法を提案する。

4 . 3 　傾斜差分法の考え方
少数データの場合、２点間距離の累積頻度分布の
各々のビンに入る個数が少ないため、N = 1,000のエノ

ン写像（Figure 1d）のように傾きが安定した領域（log（r） 
が－６から０の領域）がみられない。しかしながら、N 
= 189のエノン写像の傾き（Figure 3c）では、log（r）が
－４から２の領域において、傾きは全体的に減少してい
るが、傾きの変動が小さい領域がみられる。これは、実
データの傾き（Figure 6c）でも同様の傾向がみられる。
N = 189のエノン写像において、MPDV法を用いて検証
したように、傾きが１から２の間を取るこの領域が推定
領域となると考えられる。ただし、この領域では傾きが
全体的に減少するため、MPDV法では一意に最頻値が
定まらなかった。傾斜差分法は、傾きの微分値を用いる
ことで推定領域を推定し、上記の問題の解決を目指す方
法である。

Midpoint velocity (m/s)

-4

0

0 .2

A
ng

la
r v

el
oc

ity
 (r

ad
/s

) 0

-2

-8

-4

-6

-10
-6 -4 -2 0 2

log (r)

lo
g 

C
(r

)

v(m)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

S
lo

pe

-6 -4 -2 0 2
log (r)

Backside
Foreside

a b

c

Figure 6　実データ（N = 189）における２点間距離の頻度分布、累積頻度分布と傾き。（a）ポ
アンカレ写像（N = 189）。（b）C（r）と rの両対数プロット（写像上の２点間距離の累積頻度
分布）。（c）Log（r）-logC（r）プロットの傾き。



― 15 ―

実データに対するGP法を用いたフラクタル次元解析における推定領域の検討

Figure 8は、N = 189のエノン写像を例に、傾斜差分法
によって推定領域を決定する過程を示している。Figure 

8aは、エノン写像（N = 189）における log（r）-logC（r）の
傾きを、log（r）の関数として示し、Figure 8bは、Figure 

8a中の黒枠部分に対応する範囲を示し、Figure 8cは、傾
きを微分した値を、log（r）の関数として示している。
傾斜差分法では、log（r）-logC（r）の傾きを用いることで
飽和領域を同定する。傾きにおいて、log（r）の最大値か
ら負の方向へと傾きを検出していき、傾きが高くなり始
めた時点の log（r）を、推定領域と飽和領域の境の log（r）、 
すなわち Srとした。また、誤差領域は傾きの微分値を用
いることで同定する。まず、全ての log（r）に対応する
微分値において標準偏差を算出し、次に、その標準偏差
に基づき閾値を定める。そして、log（r）が正の最大値と
なる値から負となる方向に、微分値をみていき、定めた
閾値にはじめてその値が達した時点の log（r）の値を Nr

とした。

4 . 4 　傾斜差分法により推定された相関次元
N = 189のエノン写像では、Srは0.57であり、閾値を

1SDに設定した場合のNrは－3.92であった。この推定領
域における傾きの平均は、1.22であった。ただし、傾斜
差分法では、設定する閾値によって Nrが変化し、それ
に伴い推定領域が異なることが考えられる。そこで本
研究では、微分値の標準偏差（SD）に0.1から2.0を乗算
することで閾値を変化させ、各々の閾値によって相関次
元を算出した。乗算する変数を0.1から2.0に定めた理由
は、推定領域だと考えられる領域に対応する閾値がおお
よそ1SDであることが Figure 8cより予測され、その1SD

を中心に全微分値を満たす閾値を設定するためであっ
た。

Figure 8dは、N = 189のエノン写像の各閾値における
相関次元の変化を示している。Figure 2dと同様に、先行
研究によって推定されているエノン写像のフラクタル
次元の範囲を、灰色の範囲として示している。傾斜差分
法において、全ての閾値において算出された相関次元の
平均は1.27（±0.07）であり、MPDV法によって算出さ
れた値とほぼ同値であった（Figure 4b）。これより、傾
斜差分法により推定された次元値は妥当な値であると
考えられる。
そこで、実データにおいて、傾斜差分法を用いて相

関次元を推定した。Figure 9は、傾斜差分法によって実
データの推定領域を決定する過程を示している。図の
配置は、Figure 8と同様である。全ての閾値において算
出された相関次元の平均は1.32（±0.15）であった（Figure 

9d）。ただし、閾値が低い場合、相関次元が低く推定さ
れてしまうことが明らかとなった。これは、閾値が低す
ぎる場合、log（r）の最大値により近い値で、微分値が閾
値に達してしまうためであると考えられる。しかしなが
ら、MPDV法（Figure 7b）と比較して、推定される相関
次元のばらつきが少なかった。これは、閾値が変化して
も、それに達する微分値の log（r）が変化しない場合が
あるためであると考えられる。

5 　まとめ

本研究の目的は、データ数が少ない実データに対し
て、GP法において推定領域を決定する方法を検証する
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ことであった。実データには、卓球においてフォアサイ
ドおよびバックサイドのいずれかに連続してボールが
投射される状況の打球動作から得られるポアンカレ写
像点を用いた。
まず、先行研究において次元値が明らかとなってい
るエノン写像について、GP法を用いて相関次元を推定
した。GP法において推定領域を決定するため、log（r）- 
logC（r）の傾きの頻度分布によって次元値を推定する
MPDV法を用いた。MPDV法においては、log（r）-logC（r）
の傾きの頻度分布による次元値の影響を検討するため、

頻度分布のビンの数を変数とし、その変数を変化させる
ことにより次元値の変化を観察した。結果、先行研究に
おいて求められているエノン写像のフラクタル次元の
範囲以内の値であった。Nが1,000点、および、データ数
が少ないとされる189点である場合も、同様の結果が得
られた。この結果は、MPDV法を用いて推定領域を決定
した GP法が、フラクタル次元を推定する方法として十
分な精度をもっていることを示している。
エノン写像におけるMPDV法の妥当性が明らかと

なったため、次に、実データについて相関次元を推定し

Figure 8　エノン写像（N = 189）において傾斜差分法を用いた場合の推定領域と相関次元。
（a）Log（r）-logC（r）プロットの傾き。（b）は、（a）中の黒枠部分に対応する範囲を示してい
る。飽和領域を同定するため、log（r）が最大となる値から負の方向へと傾きを検出していき、
傾きが高くなり始めた時点の log（r）を、推定領域と飽和領域の境の log（r）とした。（c）は、 
log（r）-logC（r）の傾きを微分した値を、log（r）の関数として示している。誤差領域を同定する
ため、微分値の標準偏差を算出し、その標準偏差をもとに閾値を定めた。log（r）が最大とな
る値から負の方向へと傾きを検出していき、その閾値の正負どちらかの値に傾きが達した時
点の log（r）を、誤差領域と推定領域の境の log（r）とした。（d）は、各閾値における相関次元
の変化を示している。
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た。結果、MPDV法を用いて推定領域を決定した GP法
においては、傾きの頻度分布が２峰性になるヒストグラ
ムがみられ、各ビンの数による次元値のばらつきが大き
くなっていた。エノン写像のフラクタル次元は既知であ
るが、実データの場合、その次元値は未知である。その
ため、どのような推定法を用いても、MPDV法において
ビンの数を変化させたように、次元解析に関わる変数を
変化させ、妥当な次元値を推定する必要が生じる。この
点において、MPDV法によって推定された実データのフ
ラクタル次元は、変数によるばらつきが大きかった。こ

れは、変数の設定を誤ることで、偽の次元値を推定して
しまう恐れがあることを示唆している。
この問題点を克服するため、本研究では、傾きの微分
値より推定領域を決定する傾斜差分法を提案した。傾
斜差分法は、推定領域と考えられる領域において、傾き
が全体的に減少しても妥当な推定領域を決定すること
を意図した方法であった。傾斜差分法においては、傾き
の微分値により定められる閾値の影響を検討するため、
その閾値を変数とし、その変数を変化させることにより
次元値の変化を観察した。結果、N = 189のエノン写像

Figure 9　実データ（N = 189）において傾斜差分法を用いた場合の推定領域と相関次元。（a）
Log（r）-logC（r）プロットの傾き。（b）は、（a）中の黒枠部分に対応する範囲を示している。
飽和領域を同定するため、log（r）が最大となる値から負の方向へと傾きを検出していき、傾
きが高くなり始めた時点の log（r）を、推定領域と飽和領域の境の log（r）とした。（c）は、 
log（r）-logC（r）の傾きを微分した値を、log（r）の関数として示している。誤差領域を同定する
ため、微分値の標準偏差を算出し、その標準偏差をもとに閾値を定めた。log（r）が最大とな
る値から負の方向へと傾きを検出していき、その閾値の正負どちらかの値に傾きが達した時
点の log（r）を、誤差領域と推定領域の境の log（r）とした。（d）は、各閾値における相関次元
の変化を示している。
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においては、MPDV法と傾斜差分法のどちらの指標を用
いて推定領域を決定しても、同等の次元値が得られた。
この結果は、傾斜差分法を用いて決定した推定領域が、
妥当な領域であることを示している。
また、実データにおいては、MPDV法と比較し、傾
斜差分法による次元値のばらつきは小さかった。実デー
タから得られたポアンカレ写像点は、２次元平面上に広
がっているため、線分と平面の間の図形、すなわち次元
値が１から２の間であることが予測される。しかしなが
ら、MPDV法を用いたGP法では１以下であった。他方、
傾斜差分法を用いた GP法では、おおよその次元値は1.3
であり、設定する変数を変更しても、推定される次元値
のばらつきは小さかった。これより、次元値が未知であ
る実データのフラクタル解析には傾斜差分法がよいこ
とが示唆された。ただし、傾斜差分法では、設定する閾
値が低すぎると log（r）の最大値により近い値で、微分
値が閾値に達してしまい、低い次元値が推定されること
も明らかとなった。このことを回避するため、設定する
閾値は微分値の1SDあたりに設定することが望ましい
と考えられる。
本研究では、データ数が少ない実データに対して、妥

当性の高いフラクタル次元を推定する方法を検討した。
実データのフラクタル次元解析によって、その実データ
が得られたシステムの振る舞いや構造の複雑さを定量
化することが可能となる。ただし、実データの次元値は
未知であるため、その解析には様々な推定法を用い、さ
らに、その推定法における変数を様々に変える必要も生
じる。本研究において、GP法の推定領域を決定するた
めに提案した傾斜差分法は、従来の推定法と比較して、
設定する変数による次元値のばらつきが少ない特徴が
あり、未知の次元値に対して偽の次元値を推定する危
険性が低いと考えられる。傾斜差分法を用いることによ
り、少数の実データに対して、より妥当性が高い次元値
が推定され、複雑にみえる身体運動の解明がより進むこ
とが期待される。
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