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1 はじめに
近年，周囲の音の情報を用いて生活の質を向上す
る技術への関心が高まっている．例えば，高齢者見守
りシステムでは，日常生活音から異常を検知するこ
とにより，対応の迅速化を図ることが可能となる．ま
た，ホームオートメーションシステムでは，人の行動
に伴って発生する音を識別することにより，家庭内の
状況把握ができるようになる．このような機能を実
現するための方法として，家庭内における人の行動
を音響シーンとみなし，音響シーン識別の技術を適
用することが考えられる．しかし，一般的な音響シー
ン識別のタスクとは異なり，識別対象である行動の音
にそれ以外の音が雑音として混入し，識別精度が低
下してしまう．
この問題に対処するための一つの方法は，Fig. 1に
示すように音響シーン識別のフロントエンドとして
目的音強調を行うことである．目的音強調手法とし
ては，例えばウィーナーフィルタ [1]やスペクトルサ
ブトラクション [2]，ビームフォーマ [3]などが広く知
られている．しかし，これらの手法を適用するために
は，雑音のみを収録した信号や目的音の方向といった
事前情報が必要になるという欠点がある．最近，深層
ニューラルネットワークを用いて目的音強調を行う手
法としてWave-U-Net [4, 5, 6, 7]が提案された．こ
の手法は優れた強調性能を示すものの，学習時に目
的音と雑音の教師信号を大量に必要とするので，単
純に適用するのは難しい．
そこで本稿では，Wave-U-Netと音響シーン識別器
のエンドツーエンド学習による音響シーン識別手法
を提案する．本来，Wave-U-Netの学習は，目的音と
雑音をそれぞれ教師信号とする二乗誤差最小化規範
で行われる．一方，提案手法では，Wave-U-Netと識
別器を連結し，通常は識別器の学習に用いるクロス
エントロピー最小化規範でネットワーク全体をエン
ドツーエンドに学習する．これにより，波形レベルで
の教師信号は不要となり，Wave-U-Netのネットワー
クは識別器がより識別し易い信号を出力するように
なると考えられる．家庭内の人の行動を識別する実
験を行い，提案手法の有効性を検証する．
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Fig. 1 Overview of acoustic scene classification us-

ing target sound enhancement

Fig. 2 Process flow of the proposed method

2 提案手法
2.1 提案手法の処理フロー
提案手法の処理フローを Fig. 2に示す．提案手法

は，Wave-U-Netと識別器を連結したものである．ま
ず，モノラル信号を入力し，Wave-U-Netにより目的
音（目的シーンの音）を強調した信号を得る．次に，
これを対数メルスペクトログラムに変換して識別器
に入力し，クラス毎の確率値を得る．提案手法の特徴
は，波形レベルの教師信号を用いずに，Wave-U-Net

と識別器を連結してクロスエントロピー最小化規範
でエンドツーエンド学習を行うことにある．これに
より，Wave-U-Netのネットワークは，識別器がより
識別し易い信号を出力するようになると考えられる．
以下では，Wave-U-Netと提案手法の学習について説
明する．

2.2 Wave-U-Net

Wave-U-Net[4]は時間領域の音源分離手法であり，
後にこれを音声強調に応用した手法が提案された [5,

6, 7]．Wave-U-Netのネットワーク構成を Fig. 3に示
す．この手法では，雑音が混入したモノラル信号を入
力とし，1次元畳み込みニューラルネットワークで構
成されるダウンサンプリングとアップサンプリング
のブロックを通して目的音を強調する．
次に，Wave-U-Netの学習について述べる．Wave-
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Fig. 3 Network configuration of Wave-U-Net [4]

U-Netの学習には，目的音の教師信号 s(t)と雑音の
教師信号 n(t)からなるデータセットを用いる．目的
音と雑音の混合信号 s(t) + n(t)をWave-U-Netに入
力して推定した目的音を ŝ(t)，雑音を n̂(t)とする．こ
のとき，次の二乗誤差に基づく損失関数を最小化す
るように学習する．

L = E
[
|ŝ(t)− s(t)|2 + |n̂(t)− n(t)|2

]
(1)

ここで，Eは時間平均・データ平均を表す．このよう
に，推定した目的音と雑音を波形レベルで教師信号
に近づけることを目標としている．

2.3 提案手法の学習
前節で述べたように，Wave-U-Netの学習は，目的
音と雑音をそれぞれ教師信号とする二乗誤差最小化
規範で行われる．しかし，学習時に目的音と雑音の教
師信号を大量に必要とするという欠点がある．
一方，提案手法では，Wave-U-Netと識別器を連結
し，次式に示すクロスエントロピーに基づく損失関数
を最小化するようにネットワーク全体をエンドツー
エンドに学習する．

L(p, q) = −
∑
n

∑
i

pn,i log(qn,i) (2)

ここで，nはデータのインデックス，iはデータが属
するクラスのインデックスである．また，pn,iはデー
タ nがクラス iに属する正しい確率，qn,iはデータ n

がクラス iに属する推定した確率である．これにより，

Fig. 4 Recording environment [8]

波形レベルでの教師信号は不要となり，Wave-U-Net

のネットワークは識別器がより識別し易い信号を出
力するようになると考えられる．

3 提案手法の有効性評価
家庭内の人の行動を識別する実験を行い，提案手

法により目的音を強調できること，及び識別精度を
改善できることを確認する．

3.1 データセット
本実験では，DCASE2018 Challenge Task5 [8]の

データセットをもとに目的音と雑音の混合データを
作成し，学習とテストに用いた．元のデータセットは
別荘に住んでいる人の生活音データを収録したもの
であり，個々のデータには行動の種類を表すラベルが
付けられている．
収録環境を Fig. 4に示す．収録には 4チャネルの

マイクロホンアレーを複数使用しているが，本実験
では 4チャネルのうちの 1チャネルを用いる．また，
行動（音響シーン）の種類は計 9クラスが設定され
ている．本実験ではこのうち cooking，dish washing，
eating，social activity，workingを目的音，waching

TV，vacuum cleanerを雑音とした．そして，個々の
目的音データに対して雑音データの中から 1つをラ
ンダムに選択して加算することにより，計 12270個
の混合データを作成した．作成したデータセットの概
要をTable 1に示す．なお，このデータセットには目
的音のみ，雑音のみのデータは含まれていないので，
何が目的音で何が雑音かは学習によって自動的に判
断されることになる．

3.2 音響シーン識別器と学習条件
提案手法における識別器のネットワーク構成を

Fig. 5に示す．識別器は 2次元畳み込みニューラルネッ
トワークで構成される．これは文献 [9]を参考に構築

- 1002 -日本音響学会講演論文集 2022年3月



Table 1 Detaset used in the experiment

目的シーン 5クラス
データ長 10秒
マイク数 1（モノラル）

サンプリングレート 16 kHz

学習用データ数 9135

テスト用データ数 3135

Table 2 Training conditions of the proposed

method
最適化手法 Adam

出力層 Softmax

最大エポック数 100

バッチサイズ 8

学習率 0.0001

したものであり，計 8層の畳み込み層を経て抽出され
た特徴を dense層に入力してクラス確率を得る．ここ
で，Conv. modelでは，Conv. Blockとプーリングを 4

回実行する．また，Conv. blockでは，zero-padding，
畳み込み，batch normalization，Activationを 2回
実行する．
提案手法の学習の条件はTable 2の通りである．識
別結果は，全エポックの中で最も高かった値を採用し
た．また，Wave-U-Netの Lの値は 8とした．

3.3 実験結果
まず，提案手法により目的音を強調した結果を対数
メルスペクトルグラムとして Fig. 6に示す．ここで，
Fig. 6(a)は目的音，Fig. 6(b)は混合音である．また，
Fig. 6(c)は，目的音と雑音の教師信号を用いて二乗
誤差最小化規範で学習した場合のWave-U-Netの出
力，Fig. 6(d)は提案手法におけるWave-U-Netの出
力である．これらの図，及び実際に聴取した印象か
ら，提案手法により目的音を狙い通りに強調できて
いることを確認した．
次に，識別実験の結果を述べる．本実験では次の 3

つの手法を比較した．

• 識別器のみ（雑音なし）：提案手法からWave-U-

Netを取り除いた場合に相当する．学習データと
テストデータ共に雑音が混入していないデータ
を使用した．これにより，雑音が混入しない場合
の基本性能を確認する．

• 識別器のみ（雑音あり）：提案手法からWave-U-

Netを取り除いた場合に相当する．学習データと

Fig. 5 Network configuration of the classifier

Table 3 Classification performance of each method

手法 F-score（%）
識別器のみ（雑音なし） 91.5

識別器のみ（雑音あり） 79.6

提案手法（雑音あり） 86.1

テストデータ共に雑音が混入しているデータを
使用した．これにより，雑音が混入した場合の性
能低下を確認する．

• 提案手法：学習データとテストデータ共に雑音
が混入しているデータを使用した．

各手法の F-scoreを Table 3に示す．まず，識別器の
み（雑音なし）と識別器のみ（雑音あり）を比べる
と，雑音が混入することによって F-score が 11.9%低
下していることが分かる．それに対して，提案手法を
適用することにより F-scoreが 6.5%改善しているこ
とが確認できる．これは，提案手法が波形レベルでの
教師信号を用いることなく，目的音を狙い通りに強調
できたことを意味している．
一方，提案手法の F-scoreは，識別器のみ（雑音な

し）よりも依然として 5.4% 低い．今後はクロスエン
トロピー最小化規範とその他の規範を組み合わせた
損失関数を導入し，性能改善を図る予定である．

4 おわりに
本稿では，Wave-U-Netと音響シーン識別器のエン

ドツーエンド学習による音響シーン識別手法を提案
した．提案手法の特徴は，波形レベルの教師信号を用
いずに，Wave-U-Netと識別器を連結してクロスエン
トロピー最小化規範でエンドツーエンド学習を行う
ことにある．家庭内の人の行動を識別する実験を行っ
た結果，提案手法により目的音を狙い通りに強調でき
ること，及び識別精度を改善できることを確認した．
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(a) original target sound (b) mixed sound

(c) output of Wave-U-Net (d) output of the proposed method

Fig. 6 Example of target sound enhanced by the proposed method
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