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あらまし 単母音スペクトルの z 変換表示からべき

級数展開表現への拡張を検討した．単母音スペクトル

はべき級数展開において周波数幅約 120 (Hz) ごとに

基点を置いた 6次関数で表現できる．更にべき級数展

開表現を用いた多項式の零点分布により，話者の違い

を確認した．

キーワード 音響信号処理，音声情報処理，スペク

トル分析

1. ま え が き

単母音スペクトルの微分係数に着目し，そのべき級

数展開表現を検討した．筆者らは既にべき級数展開を

用いたスペクトルの予測可能性について報告してき

た [1], [2]．本論文ではべき級数展開における打切り項

数（次数）と基点数（帯域分割数）とともに，単母音

スペクトル表現に適切な次数を確かめた．べき級数展

開を行うことにより単母音スペクトルは多項式として

表現される．べき級数展開に用いた多項式の零点（多

項式の根）分布から話者の違いを明らかにする．

2. べき級数展開表現と零点分析方法

単母音スペクトル表現に必要な周波数帯域及びべき

級数展開次数を解析する．以下にその手順を示す．

(1) 単母音音声波形の自己相関分析から母音 1周期

分の信号長を推定して 1フレームごとに切り出す．切

り出し窓関数にはハミング窓を用いる．

(2) 単母音スペクトルに対し式 (1)による微分係数

を用いて式 (2)によるべき級数展開を行う．

X(m) (k) = (−j)m

L−1∑

n=0

nmx (n) e−j 2πnk
L (1)

X(ω; ωc) =

∞∑

m=0

X(m)(ωc)

m!
(ω − ωc)

m (2)

ただし n は時間サンプル，L は信号長，m は微分階

数，X(ω)は DFTした後のスペクトル，ωc はべき級

数展開基点，ω は角周波数をそれぞれ表している．

(3) 単母音スペクトルのべき級数展開によって得ら

れた近似多項式の根（零点）によって，話者及び音韻

を分析する．

本実験に使用した音声信号は，無響室にて収録した男

性発話 5名による 25フレームからなる母音約 200 (ms)

である．音声のサンプリング周波数は 44100 (Hz)，ス

ペクトルを分析するDFT点数は零点付加を含め 44100

点，分析周波数帯域の上限は 3600 (Hz)である．

3. べき級数展開及び零点分析結果

図 1 は単母音 “a” のスペクトルを 1000 (Hz) を基

点としてべき級数展開した例である．べき級数展開打

切り次数 K を 6，20，30次と増加させるにつれて原

スペクトルに対するべき級数展開可能な周波数帯域が

拡大する．図 2 は 3人の話者による単母音スペクトル

を周波数幅を分割して 6次のべき級数展開によって表

現した例である．周波数を 120 (Hz) ごとに分割する

ことにより単母音スペクトルを 6次関数として表現で

きることを確認した．

図 3，図 4は図 2 によって得られた 6次打切りによ

図 1 単母音スペクトル (“a”) のべき級数展開例と打切り
次数 K

Fig. 1 Spectral representation of vowel (“a”) using

power series expansion and truncated at or-

der of K.
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図 2 120 (Hz) ごとに分割した 6 次多項式表現による単
母音 “a”（話者 A, B, C）のべき級数展開

Fig. 2 Representation of the spectrum for vowel “a”

according to the 6th-ordered polynomials in

every 120Hz of the frequency range where A,

B, and C denote the talkers.

図 3 話者による多項式の零点密度変化（5 母音平均）
Fig. 3 Averaged density of the zeros in the complex

frequency domain for the polynomials used for

spectral representation of five vowels by differ-

ent talkers.

るべき級数展開を用いて導出した零点の複素周波数平

面上の分布密度である．図 3 は話者の違いによる零点

密度分布の変化（単母音 5母音平均），図 4 は同じく

音韻の違いによる変化（母音ごとに 5話者平均）であ

る．音韻に比べて話者の零点密度分布の違いが顕著に

確認される．

単母音の話者による違いは，多項式の零点すなわち

スペクトルを表現する形状 [3] に依存すると考えられ

図 4 音韻による多項式の零点密度変化（母音ごとに 5 話
者平均）

Fig. 4 Density of the zeros of different vowels averaged for

5 talkers.

る．一方音韻はスペクトルの形状ではなくフォルマン

ト周波数に依存する [3], [4]．図 3 に示した今回の結果

はこのような従来の知見と矛盾しないものと思われる．

しかし第 3フォルマント帯域あるいはそれ以上の高域

のスペクトル形状に話者特徴が現れる [3] といった知

見に対して，本実験結果の示す話者特徴はスペクトル

全体にわたる形状によるものと考えられる．

4. む す び

単母音のスペクトルはおよそ 120 (Hz) 程度に分割

すれば 6次のべき級数展開による多項式表現で表され

る．その結果，話者の違いが多項式の零点密度分布に

顕著に見られることを確認した．今後の課題は広帯域

にわたる零点分布に見られるスペクトルの波形的性質

に基づいて，話者の音声的な特徴について検討してい

くことである．
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