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1 はじめに
自動運転車や防犯システムにおいて，音響イベン
ト検出 (SED: sound event detection) は重要な役割
を担うことが期待されている．SEDは，Fig. 1のよ
うに，与えられた音響データ内で発生している音響
イベントの種類，開始時刻，終了時刻を特定するタ
スクであり，自動運転車においては車外状況の把握，
防犯システムにおいては異常音の検出に用いられる．
環境音認識の国際コンペティションである

DCASE [1] でも見られるように，最近では SED を
行うためにニューラルネットワーク，その中でも特
に CNN (convolutional neural network)による深層
学習がよく用いられる．このようなニューラルネッ
トワークを用いた SED の学習には大量の強ラベル
(音響イベントクラス，開始時刻，終了時刻からなる
ラベル)付きデータが必要であるが，強ラベルを付け
るには音響データの聴取や周波数スペクトログラム
の目視による確認が必要であり，学習に必要な数千
～数万のデータの準備には膨大な人的・時間的コス
トがかかることが課題となっている．
従来の解決策として，少量の強ラベル付きデータ
を用いた学習の後，より準備コストの少ない弱ラベル
(音響イベントクラスのみからなるラベル)付きデー
タを大量に用いて検出精度を向上させる手法 [2, 3]

が提案されている．最近では，学習データの準備コ
ストをさらに削減するために，ラベルなしデータの
活用に注目が集まっている．例えば，半教師あり学
習手法である Mean-Teacher [4] を SED に適用した
手法 [5]が提案されるなど，研究が活発化している．
画像認識分野では，ラベルなし画像データを活用す
るために GAN(generative adversarial network) [6]

を応用した半教師あり学習手法 [7] が提案されて
いる．GAN は，よりリアルなデータを生成する
Generator と入力データがリアルか否かの識別（真
偽判別）を行う Discriminator からなり，学習後の
Generatorが画像生成等に用いられる．一方，GAN

を用いた半教師あり学習手法 [7]では，画像のクラス
分類モデルに，少量のラベル付き学習データを用い
る画像認識タスク（主タスク）に加えて，大量のラ
ベルなし学習データを用いる GANの Discriminator

における真偽判別タスク（副タスク）を解かせる．
この学習手法は，複数の類似したタスクを同一ネッ
トワークに解かせるマルチタスク学習 [8]に相当し，
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Fig. 1: SEDの概要

学習データが十分ではない主タスクの検出精度と汎
化性能を向上できることが知られている．
これまでに我々は，GANを用いた半教師あり学習

を SEDに適用した手法を提案し，その有効性を確認
した [9]．この手法では，主タスクとして SED，副タ
スクとして真偽判別を設定している．本稿ではこの
手法の検出精度を更に改善するため，Generator に
よって弱ラベル付きデータを生成し，そのデータを
用いて，真偽判別に加えて直接 SEDの学習を行う手
法を提案し，その有効性を検証する．

2 提案手法
提案手法はGANを用いた半教師あり学習手法であ

り，従来手法 [9]と同様に主タスクとして SEDタス
ク，副タスクとして真偽判別タスクを設定する．従来
手法 [9]と異なる点は、GANにより生成した弱ラベ
ル付きデータを SEDの学習に直接利用することであ
る．提案手法の流れは次の通りである．

(1) 弱ラベル付きデータを生成するための GAN の
学習

(2) 弱ラベル付き生成データを用いた SEDの学習

それぞれについて以下で詳しく説明する．

2.1 弱ラベル付きデータを生成するためのGANの
学習

Fig. 2のように，Generatorは指定した音響イベン
トクラスのデータを生成できるように学習する．図中
の実線は基本的なGANの処理，点線は新たに追加し
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Fig. 2: 弱ラベル付きデータを生成するための GAN

の学習
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Fig. 3: 弱ラベル付き生成データを用いた SEDの
学習

た処理である．Discriminatorでは SEDの学習を行
わず，真偽判別の交差エントロピー損失を最小化する
ように学習する．一方，Generatorはリアルなデータ
を生成するためにDiscriminatorの交差エントロピー
損失を最大化し，同時に指定したクラスのデータを生
成するために Classifierの交差エントロピー損失を最
小化する．ここで，Classifierは事前に学習した音響
イベントクラス識別器であり，ネットワークパラメー
タは固定である．

2.2 弱ラベル付き生成データを用いた SEDの学習
Fig. 3に示すように，Discriminatorは副タスクで
ある真偽判別のみではなく，主タスクである SEDの
学習にも Generatorによる生成データを用いる．す
なわち，真偽判別の学習では，従来手法と同様にラベ
ルなしデータも含めたリアルデータと Generatorに
よる弱ラベル付き生成データを用いて学習を行うが，
SEDの学習では，強ラベル付き・弱ラベル付きのリ
アルデータに加え，都度 Generatorに生成させた弱
ラベル付きデータも用いて学習を行う．学習時の各エ
ポックにおいて強ラベル付きリアルデータによる更
新，弱ラベル付きリアルデータによる更新，弱ラベル
付き生成データによる更新を行うことにより，より高
精度な最適化を期待できる．
このとき，Generatorによる生成データを SEDの
精度向上に確実に寄与させるため，Fig. 4のように，
SEDの学習に用いる生成データを選択する．具体的
には，生成データに対してバッチ単位で真偽判別を行
い，リアルであると判定された場合にのみ SEDの学
習に用いる．その結果，よりリアルに近いデータを用
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Fig. 4: 真偽判別による生成データの選択

いたデータ拡張を実現できる．

3 提案手法の有効性の検証
3.1 実験概要
本実験では，DCASE 2020 Task 4 [10]を用いた．

このタスクは，家庭内における音響イベントの検出
タスクである．検出するのは，人の声や犬の鳴き声
などからなる 10クラスのイベントである．学習デー
タはすべて 10秒の長さの音響データであり，実測定
のインパルス応答を使って生成された強ラベル付き
リアルデータが 2584，実収録された弱ラベル付きリ
アルデータが 1578，実収録されたラベルなしリアル
データが 14412ある．強ラベル付きデータや弱ラベ
ル付きデータと比較してラベルなしデータの量がは
るかに多く，ラベルなしデータをどのように活用する
かがこのタスクの狙いの一つとなっている．
このタスクの評価指標はイベントベースの F1スコ

アであり，このタスクのベースライン手法 [11]の F1

スコアは 34.80%である．F1 スコアはその数値が高
いほど，検出精度が高いことを表す指標である．こ
こで，イベントベースとはイベント単位で開始時刻・
終了時刻を含め正しい検出を行えたかどうかを表す．
また，セグメントベースの F1スコアも用いられる．
これは発生しているイベントを正しく検出できたか
を秒単位で評価するものであり，イベントベースはこ
のセグメントベースと比較して厳しい評価基準となっ
ている．
本実験では，以下の 3つの学習手法の比較を行った．

ベースライン 強ラベル付きリアルデータと弱ラベル
付きリアルデータのみを用いて SEDの学習を行
う．GANは用いない．

従来手法 ラベルなしデータを生成し，これを真偽判
別の学習のみに用いてマルチタスク学習によっ
て精度向上を図る [9]．

提案手法 弱ラベル付きデータを生成し，これを真偽
判別に加えて SEDの学習に用い，さらなる精度
向上を図る．

各手法が SEDと真偽判別に用いるデータを Table. 1

に示しておく．また，各手法において弱ラベル付き
データを用いて学習する際には，複数の異なる変換
を用いて検出結果と弱ラベルを比較して学習し，高
い検出精度を達成している手法 [3]を用いた．
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(a) Discriminator
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(b) Generator
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(c) Classifier

Fig. 5: Discriminator，Generator，Classifierのネットワーク構造

Table 1: 各手法が SED と真偽判別に用いるデータ

リアルデータ 生成データ
強 弱 なし 弱 なし

ベースライン SED 〇 〇 - - -

真偽判別 - - - - -

従来手法 SED 〇 〇 - - -

真偽判別 〇 〇 〇 - 〇

提案手法 SED 〇 〇 - 〇 -

真偽判別 〇 〇 〇 〇 -
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Fig. 6: 各手法の F1スコア

本実験におけるDiscriminatorとGenerator，Clas-
sifierのネットワークをFig. 5に示す．このネットワー
ク構成はすべての手法で同一としている．このうち
Discriminatorは文献 [3]に準拠しており，3層のCNN

ブロックから成る．一方，GeneratorはGANを用い
て音響データを生成する手法 [12]に準拠しており，ま
ずランダム値から FCN (fully connected neural net-

work)を用いて特徴マップを生成した後，CNNとUp-

samplingを用いて特徴マップを拡大していき，最終
的に偽の音響データを出力する．また，Classifierは
DCASE 2020 Task 4で弱ラベル識別モデルを使用し
ている手法 [13] に準拠しており，6 層の CNN から
成る．

3.2 実験結果・考察
実験結果を Fig. 6に示す．ベースラインと従来手

法を比較すると，従来手法はラベルなしデータを活
用して検出精度向上に寄与できていることが分かる．
また提案手法は，従来手法と比べてイベントベース
で 0.75%，セグメントベースで 0.86%向上しており，
弱ラベル付き生成データによる SED学習がわずかな
がら精度向上に寄与できたと考えられる．さらに提
案手法の構成要素である生成データの選択がどの程
度影響しているかを調査するため，生成データを選
択しない手法で実験を行ったところ，イベントベー
スで 39.54%，セグメントベースで 62.85%であった．
イベントベースではわずかに提案手法が高いスコア
を示しているものの，セグメントベースでは差はみ
られず，データの選択の方法には改善の余地がある．
本稿ではデータの選択を真偽判別によって行ったが，
Classifierによるデータ選択についても今後検討して
いく．
最後に，リアルデータと提案手法による生成デー

タのメルスペクトログラムを Fig. 7に示す．ここで，
生成データは弱ラベルを指定して作成したものであ
り，左右の画像はそれぞれ同クラスのものとなってい
る．また図中の P は，生成データが真偽判別でどの
程度リアルであると判定されたかの数値であり，0.5

に近いほど真偽判別の困難なデータを生成できてい
ることを表す．図を比較すると，提案手法によりある
程度リアルな指定クラスのデータを生成できている
ことが分かる．しかしながら，特に人の話し声のよう
な複雑な構造のクラスに関しては十分なデータを生
成できていないと考えられる．今後は，よりリアルな
データを生成させることにより，検出精度のさらなる
向上を図る．
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Fig. 7: リアルデータ（左）と生成データ（右）のメルスペクトログラム

4 おわりに
本稿では，これまでに提案した GAN を用いた半
教師あり学習を SED に適用した手法 [9] に対して，
Generator に弱ラベル付きデータを生成させ，SED

の学習に直接用いる手法を提案した．比較実験の結
果，提案手法の F1スコアは従来手法よりもイベント
ベースで 0.75%，セグメントベースで 0.86%高いこと
が分かった．また，提案手法によりある程度リアルな
指定クラスのデータを生成できることを確認した．
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