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1 はじめに
本論文は，カスケード分類器による複数の識別器を用い

た自動判定システムを提案する．提案手法は，(Step1)有色
性駆動源カルマンフィルタを用いて所望信号を抽出する．次
に (Step2)打音信号から抽出した特徴量を教師データとして
AdaBoost により識別器を生成する．(Step3) 最小検出率と
最大誤検出率を満たす識別器を組み合わせたカスケード構造
にして判定・評価する手法である．提案手法の特徴は，(i)緩
い閾値の識別器から通すことによる高速な識別と (ii)複数の
識別器を用いることによる健全部の判定制度向上である．
2 提案手法
Step 1 雑音推定と所望信号の抽出

n時刻の観測信号 x(n)を短時間フーリエ変換（STFT）し
た観測信号スペクトルは，所望信号スペクトル X(λ, k) =
S(λ, k)+V (λ, k)と表される．ここで，S(λ, k)と V (λ, k)は
所望信号 s(n)と雑音信号 v(n)を STFTしたものである．ま
た，λと kはそれぞれフレーム番号と周波数ビン番号である．
雑音信号 v(n)はQ(λ, k) =

√
osub(λ, k) V (λ,k)

X(λ,k)
を ISTFT

することにより算出され，この分散値を求める．ここで，
X(λ, k)と V (λ, k)は平滑化観測パワースペクトルと平滑化
雑音パワースペクトルである．
観測信号から所望信号を抽出するための状態空間モデルは，

所望信号 s(n)の時間的推移からなる状態方程式に加え，所
望信号 s(n)と雑音信号 v(n)から成る観測方程式で，次のよ
うに構成される．

[状態方程式] s(n+ 1) = ϕs(n) + δ(n+ 1)

[観測方程式] x(n) = MTs(n) + v(n)

}
(1)

ここで，状態遷移行列 ϕは 0と 1で構成される行列，有色性
駆動源ベクトル δ(n+ 1)は s(n+ 1)と 0で構成されるベク
トル，観測遷移行列MT は所望信号の発生から観測までの推
移を示す行列，v(n)は雑音信号ベクトルである．
式 (1) の状態空間モデルを解くことで，正確な所望信号

s(n)が推定される．
Step 2 AdaBoostの正誤判定学習
所望信号スペクトルピーク pi とその周波数 fi を特徴量

σi(pi, fi)　 (i = 1, ..., N)として，教師ラベル ti = {+1,−1}
と重み wm

i (m = 1, ...,M) を初期値 1/N として教師データ
とする.
弱識別器の判定失敗率を表す重み付き誤差関数 Em は

Em =

∑m
i=1 w

m
i I(ym(σi) ̸= ti)∑m

i=1 w
m
i

(2)

が最小になる閾値 lm を探索することで最良な判定をする弱
識別器が得られる．ここで，I(ym, tn)は符号関数であり次式

I(ym, tn) = {ym ̸= tn|1, ym = tn|0} (3)

より求まる．なお，弱識別器の優先度を決定する信頼値 am

は
am =

1

2
ln

(
1− Em

Em

)
(4)

で算出される弱識別器の判定精度を表す値である．
以上より，最適な閾値 lm と信頼値 am の 2つから弱識別

器 ym[am, lm]が得られる．
次に，重み wm

i は次式
wm+1

i = wm
i exp{amI(ym(σi) ̸= ti)} (5)

で更新される．
重み更新後の教師データを用いて同様に学習を繰り返すこ

とで，識別精度の高い強識別器を作成する．
Step 3 カスケード型 AdaBoostによる正誤判定

図 1カスケード型識別器のモデル
図 1のようにカスケード型 AdaBoostは H 個の強識別器

を組み合わせた構造をしており，第 h段の判定式は

Yh(σk) = sign

(
Mh∑
m=1

ah,myh,m(σk)− lh

)
> 0 (6)

で表され，Yh(σk)が負になるまで繰り返される．ここで，yh,m
は第 h段に選択されるm番目の弱識別器，Mhは第 h段に選
択される弱識別器の個数，lh は第 h段における閾値である．
このとき，識別器の少ないものから判定していくが，1つ

でも損傷部判定がなされた場合にその打音信号の判定結果は
損傷部となる．
3 計算機シミュレーション

表 1AdaBoost判定結果
[%] 場所 1 場所 2 場所 3 場所 4 場所 5 場所 6 場所 7 場所 8 平均
損傷部 94.35 95.27 98.71 97.68 91.17 99.28 99.19 89.27 95.62

健全部 90.15 71.04 68.14 72.11 78.95 82.14 87.23 82.11 78.98

提案手法の有効性を明らかにするために，強識別器を 3つ
にして Cross-Validationした結果を表 1に示す．
表 1 より，提案手法は前段の識別器である程度損傷部を

割り出した後に，判定が難しい部分を後段の弱識別器に回し
ていくため損傷部の精度は高くなると考えられる．一方，健
全部は損傷部と判定されずに後段の判定まで健全部と判定さ
れるため，損傷部より精度が低くなってしまうことが考えら
れる．
以上より，提案手法は高速な正誤判定が可能となる．また，

健全部の判定を向上させるために強識別器の数を増すことで
精度の向上が見込めることも確認している．
4 まとめ
本論文は，複数の識別器からなるカスケード型のAdaBoost

をもちいた正誤判定法を提案した．提案手法は，観測信号を
雑音抑圧した後に，抽出した所望信号の特徴量を用いてカス
ケード型 AdaBoost によって学習評価した結果，損傷部が
95%以上の精度を実現した．
以上より，提案手法は打音判定において高精度なカスケー

ド型 AdaBoostを実現している．
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