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音声信号に対する次の 3つのスペクトルを算出、描画する SCILABプログラム (lcp2.sci)を提供します。

• Hamming窓で窓掛けした DFTスペクトル。

• 自己相関 LPC分析 (Levinson-Durbin法)で得られたスペクトル。

• LPC逆フィルタで算出された残差のスペクトル。

課題として、次のことを行い、レポートにまとめましょう。

1 プログラムの解読

1.1 1～12行目

clear

FS=10000;

fft_len=512; // FFTのサンプル数

start=5000; // 分析位置

len=300; // 分析長

order=14; // 分析次数

pre_emp=0.0; // プリエンファシス

print(%io(2),’start= ’); start = read(%io(1),1,1);

print(%io(2),start,len,fft_len,order);

x=loadwave(’1.wav’); // 1.wavというファイルの読み込み

初期設定とファイルの読み込みを行っている。

1.2 13～22行目

// Hamming窓掛け&プリエンファシス

for i=1:len

win(i) = 0.54 - 0.46 * cos(2 * %pi * i / len);

x1(i) = (x(i+start)-pre_emp*x(i-1+start)) * win(i);

end

for i=len+1:fft_len // ゼロ詰め

x1(i) = 0;

win(i) = 0;

end

最初の for文では、ハミング窓を決定して win(i)に代入し、窓掛けをして x1(i)に代入している。

次の for文では余った配列部分に 0を代入しゼロ詰めをしている。

1.3 23～25

// DFT対数スペクトルの算出

fft_spc=20*log10(abs(fft(x1,-1)));

フーリエ変換を行い、abs関数で絶対値に変換後、dBの値を算出している。
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1.4 26～35行目

// 自己相関関数の算出

j=1;

for i=0:order

r(j)=0;

for n=1:len-i

r(j)=r(j)+x1(n)*x1(n+i);

end

j=j+1;

end

x1(t)*x1(t+i)の tの値が 0から N-1-iまでの総和を算出し、r(i)に代入している。

1.5 36～48行目

// Levinson算法による LPC分析

[ar,sigma2,rc]=lev(r); // sigma2=r(0)+_sum_{i=1}^order(r(i)*a(i))

// LPC対数スペクトルの算出

a(1)=1;

for i=1:order

a(i+1)=ar(i);

end

for i=order+1:fft_len-1 // ゼロ詰め

a(i+1)=0;

end

ar_spc=-20*log10(abs(fft(a,-1)))+10*log10(sigma2);

lev関数で LPC分析を行っている。arは LPC係数、sigma2は予測誤差、rcは PARCOR係数である。

1.6 49～59行目

// 残差のスペクトルの算出

for n=1:len

res(n)=x(start+n);

for i=1:order

res(n)=res(n)+ar(i)*x(start+n-i);

end

end

for n=len+1:fft_len

res(n)=0;

end

res_spc=20*log10(abs(fft(res,-1)));
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残差のスペクトル算出を行った後、dB単位へと変換している。

1.7 61～106行目

// スペクトルの描画

xset(’window’,1); clf(1);

tics=[2,4,2,4];

Hz_flag=1;

if Hz_flag == 0

rect=[1,min(fft_spc),fft_len/2,max(fft_spc)];

plotframe(rect,tics,[%f,%f],[’LPC’,’Freq.’,’Amp.[dB]’],[0,0,1.0,0.5]);

n=1:fft_len/2;

plot2d(n,fft_spc(n),1,"000");

plot2d(n, ar_spc(n),2,"000");

plot2d(n,res_spc(n),3,"000");

else

rect=[0,min(min(fft_spc),min(ar_spc),min(res_spc)),FS/2,max(max(fft_spc),max(ar_spc),max(res_spc))];

// plotframe(rect,tics,[%f,%f],[’LPC’,’Freq.[Hz]’,’Amp.[dB]’],[0,0,1.0,0.5]);

xsetech([0,0,1.0,0.5]);

// subplot(2,1,1);

title(’LPC’);

Hz=(0:fft_len/2)/(fft_len/2)*(FS/2); // 修正

fft_spc=fft_spc(1:(fft_len/2+1));

ar_spc = ar_spc(1:(fft_len/2+1));

res_spc=res_spc(1:(fft_len/2+1));

plot2d(Hz,fft_spc,1,rect=[0,min(min(fft_spc),min(ar_spc),min(res_spc)),FS/2,max(max(fft_spc),max(ar_spc),max(res_spc))]);

plot2d(Hz, ar_spc,2,rect=[0,min(min(fft_spc),min(ar_spc),min(res_spc)),FS/2,max(max(fft_spc),max(ar_spc),max(res_spc))]);

plot2d(Hz,res_spc,3,rect=[0,min(min(fft_spc),min(ar_spc),min(res_spc)),FS/2,max(max(fft_spc),max(ar_spc),max(res_spc))]);

set(gca(),’grid’,[0,0]); xlabel(’Frequency(Hz)’); ylabel(’Amplitude[dB]’);

// set(gca(),’data_bounds’, [0,min(min(fft_spc),min(ar_spc),min(res_spc));FS/2,max(max(fft_spc),max(ar_spc),max(res_spc))]); // 追

加

// xgrid();

end

// 極を算出し描画

HAR=poly(a(1:order+1),’z’,’coeff’);

pp=roots(HAR);

for i=1:order

pp(i)=1/pp(i);

end

x=0:0.1:2*%pi;

// xbasc();

rect=[-1,-1,1,1];

tics=[2,5,2,5];

// plotframe(rect,tics,[%f,%f],["Unit Circle","Re.","Im."],[0.25,0.5,0.5,0.5]);
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xsetech([0.25,0.5,0.5,0.5],[-1,-1,1,1]);

// subplot(2,1,2);

title(’Unit Circle’);

plot2d(cos(x),sin(x),1,rect=[-1,-1,1,1]);

ra=real(pp); ia=imag(pp);

plot2d(ra,ia,-3,rect=[-1,-1,1,1]);

xgrid();

画像出力を行っている。
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2 提供プログラムでは Levinson-Durbin法を SCILABの関数 lev()で実現していま

す。関数を使わず SCILAB言語でプログラミングして実現しましょう

プログラムのソースを以下に示す。

1 w(0+1) =r(1+1)
2 u(0+1) =r(0+1)
3 for m=1:order
4 k(m) = w(m−1+1)/u(m−1+1)
5 u(m+1)=u(m−1+1)∗(1−k(m)ˆ2);
6 for i=1:m−1
7 a2(m,i)=a2(m−1,i)−k(m)∗a2(m−1,m−i);
8 end
9 a2(m.m)=−k(m);

10 if m == order then
11 break;
12 end
13 w(m+1)=r(m+1+1);
14 for i=1:m
15 w(m+1)=a2(m,i)∗r(m+1+1−i);
16 end
17 end
18

19 ar=a2(order,:)’;
20 sigma2=u(order+1);
21 rc=k;

lev関数を残したまま、239行目からの arを ar2、240行目の sigma2を sigma2N、に変えて実行してみた。

-->ar2 - ar

ans =

10^(-14) *

0.1110223

- 0.2886580

0.4218847

- 0.5329071

0.6550316

- 0.7105427

0.5273559

- 0.2185752

-->sigma2N - sigma2

ans =

4.441D-16

誤差が非常に小さいので Levinson-Durbin法が正しく演算されている。
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グラフは lev関数が有る場合も無い場合も同じような出力結果となった。

図 1 lev関数有 図 2 lev関数無
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3 LCPを算出し、スペクトル、単位円上に PLOTしましょう

以下のソースコードを追記した。

1 lpc(1)=1;
2 for n=1:order
3 lpc(n+1)=ar(n);
4 end
5 lpc order=order;
6 fs=FS;
7 dft size=4096;
8 lsp=zeros(1,lpc order);
9 omega=zeros(1,lpc order/2);

10 theta=zeros(1,lpc order/2);
11 p=zeros(1,dft size);
12 q=zeros(1,dft size);
13 p(1)=lpc(1);
14 q(1)=lpc(1);
15 for n=2:lpc order+1
16 p(n)=lpc(n)+lpc(lpc order+3−n);
17 q(n)=lpc(n)−lpc(lpc order+3−n);
18 end
19 p(lpc order+2)=lpc(1);
20 q(lpc order+2)=−lpc(1);
21 P=abs(fft(p,−1));
22 m=1;
23 for k=2:dft size/2
24 if P(k−1)>P(k) & P(k)<P(k+1)
25 omega(m)=k−1;
26 m=m+1;
27 end
28 end
29 Q=abs(fft(q,−1));
30 m=1;
31 for k=2:dft size/2,
32 if Q(k−1)>Q(k) & Q(k)<Q(k+1)
33 theta(m)=k−1;
34 m=m+1;
35 end
36 end
37 for m=1:lpc order/2
38 lsp(2∗m−1)=omega(m)∗fs/dft size;
39 lsp(2∗m)=theta(m)∗fs/dft size;
40 end
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実行することで以下の出力結果が得られた。

図 3 LPC算出
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4 プログラムの最後に伝達特性=0の根を roots()により算出し、極周波数と帯域幅

を極周波数の小さい順に表示するプログラムを追加してください。0から 5KHz

の極だけを抽出し、極周波数で昇順にソーティングしましょう。実軸に根が存在

する場合もあるので、0から 5KHzの極は次数の半分とは限りません。結果があっ

ているか、スペクトルと極配置図により確認しましょう。

以下のソースを追記した

1 // 伝達特性 = 0 の根
2 for j=1:order+1
3 d(j)=a(order+2−j);
4 end
5 HARpoly = poly(d,’z’,’coef’);
6 pp=roots(HARpoly);
7

8 // 極の値からその周波数と帯域幅を算出
9 F=atan(imag(pp),real(pp))/(2∗%pi)∗FS;

10 B=−log(abs(pp))/(%pi)∗FS;
11

12 // 極周波数が負の値を取り除く
13 j=0;
14 for i=1:length(F)
15 if(F(i)>=0) then
16 j=j+1;
17 F2(j)=F(i);
18 B2(j)=B(i);
19 Fnum(j)=i;
20 end
21 end
22 // バブルソート (昇順)
23 for n=1:length(F2)
24 for i=n+1:length(F2)
25 if F2(n)>F2(i) then
26 work = F2(n);
27 F2(n) = F2(i);
28 F2(i) = work;
29 work = B2(n);
30 B2(n) = B2(i);
31 B2(i) = work;
32 end
33 end
34 end

結果

1 −−>F2 F2 =
2 289.0616
3 929.83886
4 1183.0319
5 2693.4092
6 2795.1694
7 3361.2833
8 4455.513
9 −−>B2 B2 =

10 265.50045
11 159.77731
12 71.447946
13 1617.5608
14 263.44982
15 78.653612
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16 122.41571
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5 男性音と女性音それぞれで、分析長を 100から 300、分析字数を 8から 20程度に

変化させ、スペクトルがどう変化するかを調べ、その結果について考察しま

しょう。

5.1 男性音

5.1.1 分析長：100

図 4 次数：8 図 5 次数：14 図 6 次数：20

5.1.2 分析長：200

図 7 次数：8 図 8 次数：14 図 9 次数：20
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5.1.3 分析長：300

図 10 次数：8 図 11 次数：14 図 12 次数：20

5.2 女性音

5.2.1 分析長：100

図 13 次数：8 図 14 次数：14 図 15 次数：20

5.2.2 分析長：200

図 16 次数：8 図 17 次数：14 図 18 次数：20
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5.2.3 分析長：300

図 19 次数：8 図 20 次数：14 図 21 次数：20

5.3 考察

分析長を大きくすると、DFTスペクトルと残差予測スペクトルの振動が細かく表示される。

分析次数を大きくすると極が増加する。

男性と女声を比べると、女性の方が DFTスペクトル、LPC予測残差スペクトルの値が大きい。
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6 5.を自分の声を録音して行いましょう。男性、女性のみになります。

6.1 分析長：100

図 22 次数：8 図 23 次数：14 図 24 次数：20

6.2 分析長：200

図 25 次数：8 図 26 次数：14 図 27 次数：20

6.3 分析長：300

図 28 次数：8 図 29 次数：14 図 30 次数：20
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6.4 考察

5.の男性音と女性音と比較して、DFTスペクトル、LPC予測残差スペクトルの値が小さい。
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7 Levinson算法の導出を手書きでしましょう。
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8 10次の正規方程式と 10次の PARCOR分析、合成フィルタを手書きで書きま

しょう。
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