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This paper describes a development of graphical user interface
for a system identification device. The identification device executes system identification operations in interactive manner. We
have been developing graphical interfaces of the identification device. In this paper, we call the interface “GUI–SITB”.
A basic system identification procedure consists of following
steps;
• collecting I/O signal(s),
• preprocessing the I/O signal(s),
• executing identification algorithm and estimating a model parameters, and
• validating the estimated model.
Since one of the objectives of system identification is designing control systems, we include control systems design to the above steps.
Because of a diversity of system identification, system identification
results in diﬀerent models depend on various identification conditions. It is an advantage of system identification. However, the
diversity makes system identification problems more complex for
beginners. Thus, a standard identification procedure is necessary
for beginners, we call it “standardize”. The standardize means that
the user obtain the same results whenever the identification is done
under the same conditions.
The system identification device is desirable ways to standardize
system identification procedures, since graphical interface is one of
the most familiar interface for user. The GUI–SITB utilizes an advantage that the interface can provides identification procedures in
turn for user.

The GUI–SITB supports the users, in particular beginners, who
execute above processes. Main algorithm in the GUI–SITB is System Identification Toolbox (SITB) of MATLAB.
Figure 1 shows a main screen of the GUI-SITB. This GUI has
five menus in left side of the window as a push button form. These
menus are classified based on standard system identification procedure. The five menus are
• generating input signal(s),
• collecting I/O signal(s),
• preprocessing the I/O signal(s),
• estimating a model and validating the model, and
• designing a controller.
An example of generated input signal is shown in Fig. 2. Generating input signal is one of the most important step in system identification procedure. Then, it is desirable that input signal contains
many frequency components and has large amplitude.
Moreover, there are some important steps in system identification. In preprocessing, user must eliminates all the undesired elements in the signals. The GUI supports the above preprocessing, iteratively. Evaluation of the estimated model is also important in system identification. The GUI–SITB provides both qualitative and quantitative evaluation results. The qualitative evaluations
are diagram representations, i.e., bode diagram, comparison of output with referecnce model, pole-zero map and so on. On the other
hand, quantitative ones are error rate in frequency domain and fitting rate in time domain. Control systems design method is also
implemented.

Fig. 1. Main screen of GUI-SITB

Fig. 2.
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Generated input signal and its characteristics
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This paper describes an interface for a system identification device on which system identification theory is implemented. A basic system identification procedure includes following steps; 1) collecting I/O data, 2) preprocessing the
I/O data, 3) executing identification algorithm and constructing a model, and 4) validating the estimated model. System identification produces diﬀerent results depend on various identification conditions. This results in a diversity of
system identification. On the other hand, the diversity makes system identification problems more complex. The system identification device supports the user, in particular beginners, who execute above processes. The device utilizes
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1.

によって得られるモデルの精度は，それまでの経験に大き

はじめに

く左右されてしまうことを暗示している。そのため，シス
テム同定の経験者は高精度なモデルを構築できるのに対し，

近年，さまざまなシステムのモデリングにシステム同
が利用されている。メカニカルシステムのモデリ

初心者† は精度の高いモデルを構築することができずに，結

ング (5) に限らず，経済や環境分野においても積極的に利用

局システム同定の適用を止めてしまうことも考えられる。

定

(1)〜(4)

。システムのモデリング法は，良く知られ

システム同定は入出力データの取得から始まり，最終的

ているように，物理モデリングが基本である。しかしなが

に，得られたモデルを評価するまでの手順があり，その間

ら，大規模かつ複雑なシステムや化学プロセスなどを，物

にも様々な処理を行う必要がある。それらの処理をどのよ

理法則のみに基づいてモデリングすることは困難である。

うに行うかによって最終的に得られるモデルの精度が影響

そのような場合，システム同定の利用が効果的である。シ

を受ける。このような数多くの手順がシステム同定を複雑

ステム同定は，対象の入出力データに基づいて動特性を決

にしている一因であると考えられる。本論文では，ユーザ

定する方法であり，物理モデリングと相対するモデリング

にシステム同定の手順を提示することで，ユーザの経験に

されている

(6)〜(8)

法である。また，両者を併用することにより，より高精度

依らず同じ結果が得られるような環境を構築すること†† を

なモデルを構築することも可能である。

目指す。

システム同定は，従来から “芸術的な手法” と形容される

実システムへの適用という観点からは，システム同定理

ことがある。これは，物理モデリングが自然法則に基づく

論に基づくハードウェアを開発することで，システム同定

手法であるのに対し，システム同定では経験（ノウハウ）に

の利用がさらに増加すると期待される。そのためにも，シ

基づく処理が含まれるためである。つまり，システム同定

ステム同定の手順を提示するようなインターフェースの開
発が必要である。ここでは，MATLAB で利用可能な Sys-
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tem Identification Toolbox (9) （SITB）を用いてシステム同
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定演算を行うことを前提とする。関連するすべての手順を

MATLAB で実行できるようにするために，SITB をベース
として，グラフィカルな対話によってシステム同定を実行
†
††
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ここでは，システム同定の学習，研究を始めたばかりの人を指す。
このことを本論文では標準化と呼ぶ。
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する環境を開発する。GUI の特徴を活用し，システム同定

つまり，いかに優れた理論であっても，ハードウェアやソフ

の手順を順次提示することにより，実行手順の複雑さとい

トウェアでの実現の結果，操作が非常に複雑であったり理

う問題点を解決することを目指す。

解し難いものとなってしまっては普及の障害となる。シス

本論文の構成は以下のとおりである。2 章では，本研究

テム同定の場合は，理論体系は確立されているものの，標

で開発を目指すシステム同定支援装置の構成について述べ

準化されていないことが，初心者が適用を迷う一因となっ

る。3 章では，開発したインターフェースの機能を説明し，

ている。

4 章で初心者が本システムを利用する利点を述べる。5 章で
現時点での問題点と今後の開発について述べ，最後に 6 章

で広く利用されている理由を考えると，計測器であるため

でまとめる。

に利用しやすいということが挙げられる。サーボアナライ

2.

また，サーボアナライザや FFT アナライザが産業の現場

ザは周波数応答の原理を実現した計測器であり，簡便かつ

システム同定支援装置

信頼度の高い機器の一つである。すなわち，理論を実装し

システム同定には様々な処理や演算が存在し，いずれも

たものであっても，ハードウェアやソフトウェアの操作手

重要な過程である。システム同定を適用する際の最初の問

順が複雑なものになっておらず，理論の実用化が成功した典

題点は入力信号の生成である。なぜなら，適切な入力信号

型的な例といえる。サーボアナライザのようにハードウェ

によって対象の動特性をできる限り励起する必要があり，

アでシステム同定理論を実現することができれば，システ

得られるモデルの精度に直接影響するためである。また，

ム同定の使い勝手が向上し，さらなる普及が期待できる。

測定した入出力データには高周波雑音などの不要な成分が

本論文では，システム同定理論をハードウェアで実現す

含まれることから，同定アルゴリズムに通す前に必ず何ら

るために必要なインターフェースの開発を行う。システム

かの前処理を施すことも重要である。最後に，システム同

同定支援装置のプロトタイプの構成を図 2 に示す。現時点

定アルゴリズムに通して得られたモデルが，対象の主要な

では，ノート型 PC と AD/DA 変換器で構成することを検

動特性を記述しているかを判断する必要がある。もし，こ

討しているが，最終的には一体型とすることを目指す。ま

れが満たされていない場合には，前処理や同定演算を再度

た，持ち運びすることを前提とし，できる限り小型で軽量

行う必要がある。場合によっては，入出力データの取得や

の構成にすることを目指す。
ところで，MATLAB の SITB には，あらかじめ GUI 環

入力信号の生成からやり直す必要もある。

境が整備されている。しかし，この GUI 環境は，システム

図 1 にシステム同定のフローチャートを示す。システム
同定が難しいとされる理由の一つが，複数の前処理法の存

同定とそれに必要な信号処理に特化したものであり，また，

在，多数の同定法の存在であるといえる。また，システム

初心者にとって必ずしも使いやすい環境であるとはいえな

同定における評価は経験的な評価の比重も大きい。そのた

い。以上のような理由からも，システム同定を GUI で実行

め，初心者が十分な判断を下すことが難しい場合がある。

する環境を整備することの必要性は高いといえる。

理論を実用化する際に重要なことは，使いやすさである。

3.

インターフェースの機能

システム同定支援装置用 GUI の詳細を以下で述べる。開
発時の環境は 表 1 のとおりである。開発に使用した MAT-

LAB のバージョンは R13.1 であるが，新バージョンへの
対応は比較的容易である。なお，この GUI を正確に動作さ

図 1 システム同定のフローチャート
Fig. 1.

図 2 システム同定装置の構成

Flowchart of a system identification procedure.

電学論 D，127 巻 4 号，2007 年

Fig. 2. System identification device.
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表1

開発環境

Table 1. Development environment.
Software

Version

OS

Windows 2000(SP4)

MATLAB

Version 6.5(R13) SP1

Control System Toolbox

Version 5.2.1

SYSID Toolbox

Version 5.0.2

Signal Proc. Toolbox

Version 6.1

Simulink

Version 5.1

図 4 入力信号の生成画面
Fig. 4. Generating input signals.

である。生成する信号を選択後，それに応じて表示される
いくつかのパラメータを設定することにより，時系列が表
示される。また，パワースペクトルやヒストグラムなどを
バックグラウンドで計算しており，ツールバーの「View」
メニューによって各図を切替えたり，すべての図を同時に

図 3 GUI の起動画面
Fig. 3.

表示することも可能である（図 4）
。このとき表示される周

Main screen of GUI.

波数範囲は，F s をサンプリング周波数として [0, F s /2] で
ある。生成した信号の特性を図 4 によって評価し，特性を

せるためには，Signal Processing Toolbox，SITB などが必

見比べながら信号生成を繰り返し実行することができる。

要である。図 3 に GUI の起動画面を示す。

また，多入力システムの同定には複数個の無相関な信号

この GUI には，

が必要である。本 GUI 上でも複数個の無相関な信号を生成

• 入力信号の生成
• システム同定実験
• 入出力データの前処理
• システム同定演算と評価
• 制御系設計

することができる。その場合，図 4 のように表示されるの
は第一番目の信号の特性である。信号同士のすべての相関
を表示することにより，生成した信号の無相関性を図的に
チェックできる。
〈3・2〉 システム同定実験

の 5 項目を実装した。これは，広義のシステム同定に基づ

本システムでは，設計した

入力信号を用いて，MATLAB をベースとしてシステム同

いて設定した項目である。システム同定の枠組みからみる

定実験を実行できる構成とした。図 3 のメイン画面上にあ

と制御系設計はそれを外れているが，システム同定の目的

る「Identification Experiment」を選択後にダイアログボッ

の一つが制御系設計のためのモデリングであることから，機

クスが表示され，シミュレーションと実システムを選択す

能の一つとした。以下では，これらの項目の詳細を述べる。

るようにした。これは，本 GUI がシステム同定手順の習

〈3・1〉 入力信号の生成

得を一つの目的としており，たとえ実システムがなくても，

システム同定によってモデ

リングを行うとき，得られるモデルの精度は対象に印加す

システム同定の一連の手順をすべて実行できるようにした

る入力信号の特性に大きく依存する。そのため，入力信号

ためである。シミュレーション用の同定対象には教科書レ

の生成は重要なステップである。システム同定実験では対

ベルのシステムを採用したが，これ以外にもユーザが作成

象のもつ動特性を十分に励起しなければならないため，周

した同定対象のモデルを利用することも可能にし，できる

波数特性や振幅特性を十分に考慮する必要がある。

だけ汎用性のある構成とした。図 5 にシミュレーションに

ここでは，SITB に用意されている同定入力生成コマン

よるシステム同定実験の実行画面を示す。

ド idinput を利用した。生成可能な信号は，

システム同定実験の主な設定パラメータは，シミュレー

• 正規性ランダム信号
• ランダム 2 値信号
• M 系列信号
• 正弦波信号（複数周波数）

ション，実システムの場合ともに，

• 入力信号
• データ収集のサンプリング周波数
• 実験時間
414
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図 5 システム同定実験画面
Fig. 5. System identification experiment.

図 6 入出力信号の前処理画面
Fig. 6. Flowchart of preprocessing the I/O signal.

• 出力ファイル名
とした。システム同定実験が終了すると，必要な入出力信
号が自動的に保存される。
〈3・3〉 入出力データの前処理

入出力データの前処

理は，入力信号の生成と並んで，システム同定の精度を大
きく左右する重要なステップである。測定したデータには，
高周波ノイズが混入していたり，トレンドなどの低周波外
乱が存在したりする。また，計測器の一時的な異常により，
データの一部が欠損していることも考えられる。あるいは，
通常，一定のサンプリング間隔でデータを収集するが，何
らかの原因により不等間隔でサンプリングされていること
も考えられる。このようなデータを直接用いてシステム同
定演算を実行しても，正確なモデルを求めることは困難で
ある (10) 。そのため，同定演算を実行する前に適切な処理を
施す必要がある。

図 7 入出力信号の前処理（上：処理前，下：処
理後）
Fig. 7. Preprocessing I/O signals (upper: before preprocessing, lower: after preprocessing).

前処理を行う場合には，その信号を

• 時間領域で確認すること
• 周波数領域で確認すること
が重要である。つまり，
「どのような処理が必要か」をまず

数領域で表示しながら継続して処理を続けることができる。

視覚的に判断するためである。
本システムでは基本的な処理として，

前処理におけるデータのフローチャートを図 6 に示す。つ

• トレンドの除去
• デシメーション
• リサンプリング
• フィルタリング（ローパス，ハイパス，バンドパス）

まり，破線内部の処理を必要な回数だけ繰り返すことにな
る。図 7 にバイアスを除去したときの時間領域の結果を示
す。上段に処理前の時系列が，下段に処理後の時系列が表
示される。また，周波数領域では処理前後の信号のパワー
スペクトルを表示する。

などを実装した。たとえば，システム同定実験での入出力

〈3・4〉 システム同定演算と評価

信号の計測は，サンプリング定理を満たすように行われる

以上に述べたシス

のが一般的であるが，対象の特性がわからない場合には，可

テム同定実験および入出力信号の前処理を実行することで，

能な限り短いサンプリング周期で入出力信号を測定し，デ

システム同定演算を実行する準備が完了する。図 3 のメイ

シメーションによってデータを間引くことでサンプリング

ン画面から「System Identification」を選択し，システム同
定演算に使用する入出力データを指定することで，図 8 の

周期を荒くするという手法がしばしば利用されている。

特性が別ウィンドウに表示される。これも図 4 と同様に，

それぞれの処理にはいくつかの設定パラメータを用意し
ているが，その設定もできるだけ単純なものとなるように

ツールバーに追加した「View」メニューで表示を切り替え

した。GUI 上では，一度データを読み込んだ後は，処理と

ることが可能である。
システム同定演算には，

保存を繰り返すことで，処理前後のデータを時間領域と周波
電学論 D，127 巻 4 号，2007 年
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図 9 システム同定結果——ボード線図

図 8 システム同定用の入出力データ表示
Fig. 8.

I/O data for system identification.

Fig. 9.

Identification result—Bode diagram.

リエ解析法（ETFE：Empirical Transfer Function Estimate）

• 最小二乗法による ARX モデル
• 予測誤差法による ARMAX モデル
• 予測誤差法による OE モデル
• 部分空間法 (11) (12) による状態空間モデル

を用いた。さらに，周波数特性を数値的に評価するための
基準としては，スペクトル解析法を採用した。評価方法は，
任意の帯域での平均的な誤差とし，次式より得られる。

1
Ef =
N

を実装した。まず，モデル構造として最も簡単である ARX
モデルを取り上げた。また，多入出力システムの同定を行
う場合，状態空間モデルが有効である。ARX モデルでは不





N 

2
 jωi ) · · · · · · · · · · · · · · · (1)
G( jωi ) − G(
i=1

ここで，G( jω) はスペクトル解析によって得られたモデル

必要に次数が高くなる可能性があるため ARMAX モデル

 jω) はシステム同定によって得られたモデル
のゲイン，G(

を実装した。さらに，伝達関数形式の式誤差モデルとして

のゲインである。デフォルトではシステム同定演算時に指

OE モデルを実装した。
SITB には以上のほかにも同定モデルが用意されている

定した全帯域での平均的な誤差が表示されるが，図 9 のよ
うにメニューを選択することで，ユーザが指定した任意帯

が，ここでは，式誤差法である最小二乗法と出力誤差法で

域の誤差を表示することも可能である。

ある部分空間法という観点で同定法を実装した。これによ

つぎに，同定結果の定量的な評価規範として，モデル出

り，システム同定の結果から，対象がモデリングしやすい

力の一致度

システムかどうかを判断することができる。なぜなら，両


⎞
⎛
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⎟⎟⎟
⎜⎜⎜

⎟
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(
y(k) − y(k))2 ⎟⎟⎟⎟
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者の差が小さいということは，モデル化誤差が少ないこと
を意味するからである。これらのモデルは，システム同定
ではパラメトリックモデルと呼ばれており，これに対して，
周波数伝達関数やステップ応答などはノンパラメトリック
モデルと呼ばれる。

k=1

同定結果は，主に図で表示する構成とした。ただし，ボー

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (2)

ド線図と出力の比較に関しては数値評価も導入した。表示

を用いた。ここで，y(k) は測定出力，
y(k) はモデル出力，そ

される結果は，

して y は測定出力の平均値であり，

• 周波数特性（図的評価，数値評価）
• 出力の比較（図的評価，数値評価）
• 極零マップ（図的評価）
• ステップ応答（図的評価）
• 残差（図的評価）

y=

N
1 
y(k).· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (3)
N k=1

によって得られる。評価規範 (2) 式は，検証用の入力信号

である。これらの結果も，図 9 に示すように，ツールバー

をモデルに入力したときの出力と検証用の出力信号の一致

の「View」メニューで表示する結果を選択することにより

度を百分率で測るものである。よって，この値が大きいほ

切替えが可能である。

ど精度の高いモデルであるといえる。測定出力とモデル出
力の比較例を図 10 に示す。

まず，周波数特性の表示では，リファレンスとしてノンパ
ラメトリックモデルであるスペクトル解析法（SPA）とフー

以上のほかに，ステップ応答，極零マップ，そして残差の
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図 10 システム同定結果——実出力とモデル出
力の比較
Fig. 10. Identification result—Comparison of measured
and estimated output.

図 12 PID コントローラの設計
Fig. 12.

Design of PID controller.

図 11 ステップ応答法と限界感度法
Fig. 11. Step response and ultimate sensitivisy method.

表示を行うことができる。その中で残差は，同定によって
得られたモデルの出力と測定データの差を評価したもので
図 13 ステップ応答に基づく PID パラメータの決定
Fig. 13. Determination of PID parameters based on step
response.

あり，これが小さいほうが良いモデルであるといえる。さ
らに，残差解析の結果から，システム同定に利用したデー
タの良し悪しを判断することもできる。
〈3・5〉 制御系設計

制御系の設計法は，古典制御から

現代制御において非常に多くの手法が提案されている。本

に制御系設計時の GUI 画面を，図 13 に限界感度法の設計

ツールボックスにすべての設計法を実装することはほとん

過程を示す。図 12 の Step 3 において，
「Estimate」ボタン

ど不可能であり，非現実的である。本装置の開発時に，利

を押すことで図 13 のような開ループ，閉ループシステムの

用者がシステム同定の初心者であることを想定しているた

ステップ応答が表示される。閉ループの応答が持続振動と

め，制御系設計に関しても同様に初心者を対象とした。そ

なるゲインをスライダーによって調整し，そのときの PID

こで，PID 制御器の設計法を実装することとした。PID 制

係数が図 12 に表示される。

御 (13) は古典制御の枠組みで開発された手法であり，構造が

ただし，ここで実装した制御系設計法は，あくまでも簡

簡単なため，現在も産業界において広く用いられている制

易的な手法であり，求められたパラメータを基に再調整す

御法である

(14)

ることが必要である。

。

ここでは，PID 制御器の基本的な設計手法である

〈3・6〉 ヘルプ機能

• ステップ応答法
• 限界感度法

最後に，ヘルプ機能について簡

単に述べる。本システムでは，
〈3・1〉節から〈3・5〉節まで
のすべてのステップにおいて，ヘルプを参照できるように，

を実装した。図 11 に示すように，ステップ応答法は対象

各ステップのメイン画面上およびツールバーに「ヘルプ」を

の時定数（T ）
，むだ時間（L ）およびステップ応答曲線の

実装している。

最大勾配（R ）から PID パラメータを求め，限界感度法は，

ヘルプには，ソフトウェアのインストール方法，基本的

持続振動が生じるときのゲイン（Ko ）とそのときの振動周

な操作法および典型的なトラブルへの対処法 (17) がまとめら

期（T o ）からパラメータを決定する方法である (15) (16) 。図 12

れている。最終的には，初心者が一人で同定演算を実行で
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きる程度のヘルプ機能とすることを目指す。

4.

有したシステムとすることが理想である。
現時点では，

システム利用の利点

• データ形式，変数名の制約
• GUI プログラムの最適化
• 設定パラメータの簡単化

初心者がシステム同定を適用する場合，手順の複雑さな
どによって精度の低いモデルしか得られないことが起こり
得る。そのような問題点を解決するための一つの手段が，

などが主な問題点である。一つ目は，入出力データの変数

本論文で開発したインターフェースである。本システムを

名を固定しているため，任意の変数名を付けたデータに対

利用する利点として，つぎのようなことが挙げられる。

応できないことである。二つ目は，本研究の第一の目的が，

• システム同定の手順に迷わない。
• ユーザに次の手順を明示できる。
• システム同定の標準的な手順を学習できる。
• ユーザによるプログラミングがほとんど不要である。

初心者がシステム同定を利用しやすい GUI 環境を構築する
ことであるため，GUI アルゴリズムの最適化に関して考慮
していないことである。そのため，場合によっては実行速
度に影響が現れる可能性もある。また，設定パラメータは

また，本システムでは各ステップごとにできるだけ多く

主に関数の入力引数としているが，システム同定を可能な

の図を表示する構成としている。これは，前処理や同定演

限り自動化するためには，この設定もできるだけ簡単化す

算の結果の図からユーザが多くのことを判断できるように

る必要がある。

するためである。たとえば，同定に使用する入出力データ

本論文で述べた機能により，最低限のシステム同定演算

にアウトライアや欠損データが含まれている場合，それら

を実行することは可能である。しかし，使いやすさなどを

は同定演算の前に取り除かれなければならない。アウトラ

考慮し，今後は

• 前処理法の充実
• 同定モデルの追加
• 制御系設計法の追加
• ヘルプ機能のさらなる充実

イアを目視によって検出することは可能であるが，欠損デー
タを目視のみで検出するには限界がある。そのため，欠損
データを含んだまま同定演算が行われることがある。この
影響が残差の振幅に現れる。残差の振幅が極端に大きな箇
所にデータの異常が存在することを意味する。よって，こ

を重点的に行う必要がある。また，ユーザによる評価の曖

のような場合には再度前処理を行い，同定アルゴリズムに

昧さを低減するとともに，前処理や同定演算結果に基づい

通す必要がある。

て，結果を改善する可能性がある処理法などを提示する機

本システムは，システム同定を短期間で系統的に学習す

能の実装が必要である。さらに非線形システムへの対応も

るための一つのツールになり得るものと考えられる。表 2

視野に入れている。

にシステムの有用性に関する比較の一例を示す。

5.

6.

問題点と今後の開発課題

おわりに

本論文では，システム同定の初心者を対象として，シス

4 章で示したように，本システムを利用することの利点は

テム同定ツールボックスを GUI に基づいて利用する環境

多いが，その一方で問題点も挙げられる。それは，ブラッ

を構築した。初心者が処理過程に迷うことなく利用できる

クボックス化されたソフトウェアのため，内部での演算を

ことを第一の目的とし，GUI の利点を活用して処理手順を

理解せずに利用できてしまうことである。つまり，本シス

順に提示する構成とした。また，本システムを利用するこ

テムをシステム同定の習得用として利用するにも関わらず，

とでシステム同定の一連の手順を学習できるようにするた

アルゴリズムなどの重要な部分を理解できなくなる恐れが

め，ヘルプ機能の充実を目指した。

3 章で示した項目を順に実行することにより，システム

考えられる。
広義のシステム同定をハードウェアで実現しようとする

同定の標準的な手順を学ぶことができる。また，それぞれ

と，非常に多くの機能が必要となり，本来の対象である初

の項目を独立に利用することも可能であるため，ユーザの

心者が利用することが難しくなってしまう。しかし，単に

ニーズに合わせて使用することもできる。今後は，本シス

システム同定演算を実現するだけでは初心者がシステム同

テムをハードウェアで実現することを目指す。

定を習得する上で不十分である。そのため，できるだけ簡

（平成 18 年 5 月 22 日受付，平成 18 年 10 月 24 日再受付）

単でありながら，かつシステム同定に十分なだけの機能を

文

表 2 システムの有用性

献

Table 2. Usefulness of the system.
With GUI

（ 1 ） L. Ljung: “System Identification—Theory for the User (2nd Ed.); Englewood Cliﬀs”, NJ:Prentice Hall PTR (1999)
（ 2 ） S. Adachi: “System Identification for Control using MATLAB”, Tokyo
Denki Univ. Press (1996) (in Japanese)
足立修一：
「MATLAB による制御のためのシステム同定」
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大学出版局 (1996)

Without GUI

Procedure

○

×

Programming

unnecessary

necessary

Educational use

○

×
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