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1 はじめに

交通管制システムや渋滞緩和のために、車道のあ
る地点を単位時間に通過する車両の台数を示す交通
量 [1]の情報は重要である。従来の交通量の観測手法
には、人手による手法や、ループ型センサ、超音波セ
ンサ、赤外線センサ、画像処理技術を用いた定点観測
手法などがある [1]。しかし、人手による観測は人件
費がかかってしまい、また自動計測のためにはセンサ
の設置や管理に高いコストを要することが多いため、
簡便な交通量の計測方法が求められている。
低コストで簡便な交通量の計測法として、音を用
いる手法が考えられる。音響センシングは、単純にマ
イクロホンを設置するだけなので設置コストを低く
抑えることができることと、録音を開始すれば計測
は自動で行えるという利点がある。交通量モニタリ
ングへの応用としても、従来から、単一チャネルの短
時間パワー [2]やマイクロホンアレイによる時間差分
析 [3]などによって車両の検出が試みられてきた。た
だし、単一チャネルの場合は車両の走行方向の情報は
得られず、また、マイクロホンアレイを用いるために
は同時サンプリングが必要となり簡便性が損なわれ
る問題があった。
そこで我々は、身近なデバイスであるスマートフォ
ンや安価な ICレコーダー等の録音機器に着目し、こ
れらの機器を利用した音響センシングによる交通量
モニタリングの手法の検討を行ってきた。これまでの
検討では、同期していない複数の独立したモノラル
録音機器を Fig. 1のように両側 2車線道路の路肩に
配置し、パワーエンベロープのピークおよび録音機
器間のピークの大きさの違いを分析することにより、
交通車両数と交通車両の走行車線の推定を試みてき
た [5]。しかし、複数の録音機器のパワーエンベロー
プのピークを比較するためには、事前処理として同
期補償 [8]を正確に行う必要がある。正確な同期補償
のためには、既知の同期用信号を複雑な手順で鳴ら
さなければならず、雑音抑圧のために車両走行音区間
と雑音区間を手動で切り出す必要があるため手動の
計測手順が多い。また、各録音機器のパワーエンベ
ロープのピークを統合して車線推定を行うため、そ
れぞれの録音機器で S/N比の違いなどからピークが
正しく検出されない場合、車線推定が正しく行われ
ない問題があった。
本研究ではステレオ録音機器の使用を前提に、単
一録音機器のチャネル間位相差の変化を利用して単
一進行方向の走行音を強調したパワーエンベロープ
を分析することによる、装置間の同期が不要で音源
移動を推定する計測手順の少ない車両検出手法を提
案する。なお、本稿ではステレオマイクを従来法と同
様に Fig. 1のように設置した両側 2車線道路におけ
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Fig. 1 Traffic monitoring with ad-hoc microphone-
array.

る交通量を扱う。

2 従来手法と問題設定

2.1 従来手法の概要

非同期マイクロホンアレーによる交通量推定の従
来手法 [5]は各機器で録音した信号の同期 [6, 7, 8] を
とる必要があり、単一音源区間を用いてサンプリング
周波数ミスマッチと録音開始時刻オフセットの補償を
行う [8]。次に、各チャネルでエネルギーエンベロー
プを求め、ピーク検出を行うことで交通車両数の推
定を行う。また、チャネル間のエネルギー比を用いて
交通車両の走行車線の推定を行う。ここでは本稿の提
案手法と関連が深い、エネルギーエンベロープの分
析とピーク検出について述べる。

2.2 音響パワーのピーク検出による交通車両数推定

定速走行する車両の走行音は、マイクロホンの正
面を通過した時にエネルギーエンベロープが極大に
なると期待できるため、車両走行音のエネルギーエン
ベロープのピークを検出することで交通車両数を計
測する。ここで、周囲の雑音や観測値の変動の影響に
よりエネルギーエンベロープは多数の偽のピークを
持つため、ピーク検出の前処理としてウィーナーフィ
ルタによる雑音抑圧とガウス窓型 FIRフィルタによ
る信号の平滑化を行う。なお以下では短時間フーリエ
変換（STFT）領域の複素信号を扱う。
i番目のマイクで観測した時間フレーム tにおける
信号をXi(ω, t)とすると、ウィーナーフィルタW (ω)
により雑音抑圧された信号は

X̂i(ω, t) = W (ω)Xi(ω, t) (1)

のように得られる。ウィーナーフィルタW (ω)は、手
動で切り出した車両走行音区間と雑音区間それぞれ
の観測パワースペクトル SV (ω),SN (ω)を用いて以下
のように設計する。

W (ω) =
SV (ω)

SV (ω) + SN (ω)
(2)
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ここで、ωは周波数インデックスを表し、ω = 0, ..., L
2

の値をとる。なお、Lは短時間フーリエ変換のフレー
ム長を表す。
次に、エネルギーエンベロープのピークを計測す
るために、信号エネルギーの時系列を以下のように
求める。

Yi(t) =
1

U + 1

U∑
ω=0

|X̂i(ω, t)|2 (3)

ここで、U は帯域上限であり、この手法ではナイキ
ストレート L

2 に設定している。Yi(t)のピークを検出
することによってエネルギーエンベロープのピーク
を計測できると考えられるが、エネルギーの細かな
変動により車両通過時刻に対応する真のピークのみ
を計測することができない。そこで、信号エネルギー
の時系列を平滑化して細かな変動を軽減する。平滑
化にはガウス窓型 FIRフィルタ

g(m) =
1√
2πσ2

exp

(
−m2

2σ2

)
(4)

を用いる。ここで、m、σ はそれぞれフレームイン
デックス、ガウス窓の標準偏差パラメタを表す。平滑
化された信号は

Ŷi(t) =

G+1
2∑

m=−G+1
2

Yi(t−m)g(m) (5)

のように得られる。ここで Gはガウス窓の窓幅を表
す奇数の値とする。平滑化処理によりエネルギーの
変動は大幅に緩和できるが、雑音に起因する微小な
擬似ピークが残ってしまう。そのためピーク検出に閾
値 hを設け、hを上回るピークのみを計測する。計測
したピーク時刻を車両が通過した時刻として、車両
数を計測する。

2.3 チャネル間のパワー比による交通車両の車線
推定

道路を挟んだ両側で録音した２つのマイクロホン
で観測される車両走行音は、走行車線と各マイクロ
ホンまでの距離の違いから、各チャネルでエネルギー
エンベロープの大きさが異なる。そのため、チャネ
ル間のエネルギー比を用いて走行車線の推定を行う。
2.2 節で求めた各チャネルごとのピーク時刻の系列
を si(e)とする (i = 1, 2、e = 0, 1, ..., E − 1)。ここ
で、iはチャネル番号、Eは検出したピークの総数を
表す。また、ピーク時刻 si(e)に対応するピークの値
を pi(e)とする。そして、

p̂1(e)
p̂2(e)

< 1のとき走行車線

は左、 p̂1(e)
p̂2(e)

> 1のとき走行車線は右であると推定す
る。なお本稿では、チャネル１側の車線を右、チャネ
ル２側の車線を左と定義する。

2.4 従来手法の問題点

車両の両側に配置した二つのマイクロホンによる
観測信号を用いた従来手法では、各録音機器間の同
期補償を正確に行うために、複雑な計測手順を踏む
必要がある。また、ウィーナーフィルタの設計には、
雑音と車両走行音の単一音源区間を手動で探す必要
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Fig. 2 Configuration of microphone setting.

がある。そこで、本研究では同期補償が不要なステレ
オ録音に着目し、2.2節で設計したウィーナーフィル
タによる雑音抑圧手法を改善して、移動音源モデル
を用いて走行音を進行方向毎に強調するマスクを設
計することで、雑音の事前学習と同期補償が不要で
ある簡便な車両検出の手法を検討する。

3 提案法：ステレオ情報を用いた移動音源
強調

3.1 提案法の概要

本手法では、Fig. 1のように両側 2車線道路の両
側にステレオマイクを設置し、各車線に近い方の路
肩に置いたステレオマイクを用いて車両数を推定す
る。そのために、各車線の進行方向に移動する走行音
のみを強調する時間周波数マスクを構築する。まず、
一つの車両がある時刻に想定する方向と速度でステ
レオマイクの前を通過する場合の時間差推移の曲線
モデルを求める。次に、観測信号の時間差を時間周波
数スロット毎にマッチングをとる。１つのスロットに
対して、その前後数フレームにおける時間差推移と
曲線モデルのマッチングを評価し、モデルとの距離が
閾値を上回る成分を抑圧することにより、特定方向に
移動する走行音らしい時間差変化をもつ成分のみを
取り出す。対象とする方向の走行音のみを取り出すマ
スク処理が走行方向推定の役割を担っており、取り出
された時間周波数成分のみを扱うことで走行方向毎
に車両数を計測する。

3.2 移動音源の時間差推移モデルの設計

ステレオマイクに近い方の車線の車両走行音の時
間差推移モデルを作成する。車両がマイクの正面を
通過した時の時間フレームを t = 0 frameとした場合
の、車両走行音の波面の到来のマイク 1に対するマ
イク 2の遅延M [t] sは、Fig. 2に示すように車道の
中央とマイクとの距離を x m、音速を c m/s、車両の
移動速度を α m/frame、ステレオマイク内のマイク
間の距離を β mとすると、

M [t] =

√
x2+

(
αt−β

2

)2

−
√

x2+
(
αt+β

2

)2

c
(6)

となる。ただし、車両の移動速度 αはマイク 1から
マイク 2の方向に進行する場合に正の値を持つもの
とする。このモデルM [t]の例を Fig. 3に示す。車両
がステレオマイクの正面を通過するN フレームの長
さをもつ時間差推移モデルM [t]を作成した。ここで
αは車両速度によって変動するため αの値によって
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Fig. 3 Moving sound source model.
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Fig. 4 Target sound emphasis processing by tem-
poral modulation mask.

M [t]は異なる値を持つ。そこで、時速 V km/hの車
両速度に対応した αを求め、αの値から複数の時間
差推移モデルMV [t]を作成する。

3.3 時間差推移モデルを用いた非目的方向の走行音
抑圧

3.2節で求めた時間差モデルを用いて、非目的方向
の走行音を抑圧する手法について述べる。
まず、ステレオマイクで収録し、フーリエ変換され
た二つの観測信号から得られる位相 θ1(ω, t)、θ2(ω, t)
を用いて、二つの観測信号の間の位相差 ∆θ(ω, t)を
求める。

∆θ(ω, t) = θ1(ω, t)− θ2(ω, t) (7)

ただし検出のための信号分析には素子間隔に対して
空間的エイリアシングが起こらない周波数ビンのみ
を使用する。このような帯域では、到来時間差に対応
する位相差は −π から π の範囲の値になるため、位
相差∆ϕ(ω, t)をこの範囲に補正する。

∆ϕ(ω, t) =

{
∆θ(ω, t)+2π (∆θ(ω, t) < −π )

∆θ(ω, t)−2π (∆θ(ω, t) > π )
(8)

信号分析を空間的エイリアシングが起こらない低
域に制限することは、車両の走行音が 2 kHz以下の
低域のみにパワーを持つため、数センチ程度の素子
間隔であれば問題にならない。
次に、求めた位相差∆ϕ(ω, t) から時間差∆T (ω, t)
を次のように求める 。

∆T (ω, t) =
∆ϕ(ω, t)

2πf
(9)

ここで、f は周波数インデックス ω における中心周
波数を表す。続いて、モデルとマッチングの評価に用
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Fig. 5 A picture of the recording location.

Table 1 Experimental conditions.
道幅 7.1 m

録音機器間距離 9.5 m
ステレオマイク内のマイク間隔 β 0.04 m
車線の中央とマイクとの距離 x 3.0 m

録音時間 660 s
サンプリング周波数 fs 48 kHz
STFTのフレーム長 L 2048 samples

STFTのフレームシフト幅 512 samples
平滑化フィルタのパラメタ σ 18
平滑化フィルタ長 G 6σ+1

時間差推移モデルのフレーム数 N 30 samples
マッチング閾値 γ 0.00033
ピーク検出閾値 h 0.001

提案手法の使用周波数帯域 [0, 4] kHz

録音機器
SANYO

ICR-PS603RM
ビデオカメラ JVC GZ-HM670

いるための、遅延∆T (ω, t)の前後の (N + 1)フレー
ムの系列とモデルMV [i], i = −N/2, . . . , N/2の系列
とのユークリッド距離 RV (ω, t)を、想定される複数
の速度 V のそれぞれについて求める。

RV (ω, t) =

√√√√√ N
2∑

i=−N
2

(∆T (ω, (t+ i))−MV [i])
2

(10)

得られたユークリッド距離 RV (ω, t)を用いて、想
定される方向と速度の移動音源のみを通過するバイ
ナリマスクを設計する。ここで各車両の速度と通過時
刻はどちらも未知であるため、まず各時刻 tに対象の
車線で 1台の車両が通過すると仮定した場合の、そ
の車両の速度を推定する。各時刻 tにおいて、ユーク
リッド距離 RV (ω, t)が最小になる帯域 ωが最も多く
なる想定速度 V を選択することにより、時刻 tに通
過していると仮定した車両の速度 V を推定する。次
に、時刻 tに速度 V で通過する走行音のモデルによ
くマッチし、走行音が支配的であると思われる時間
周波数成分のみを強調するバイナリマスクを設計す
る。時刻 tにおける推定速度 V に対応するユークリッ
ド距離RV (ω, t)をR(ω, t)とし、閾値 γを設定して、
RV (ω, t) < γ となる観測信号の時間周波数成分だけ
を通すバイナリマスクを設計し、観測信号に適用す
る。バイナリマスクを適用した観測信号に対して 2.2
節と同様に平滑化処理後、ピーク検出を行う。時間差
推移モデルとマッチする周波数成分だけを取り出し、
それ以外の周波数成分は除去することにより、対象と
する方向の走行音のみの車両数推定が行える。設計
した時間周波数マスクによる目的方向の走行音強調
の例を Fig. 4に示す。
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Fig. 6 Experimental result (Right Lane).

4 実環境下での実験

4.1 実験条件

Fig. 5 に示すように、筑波大学近辺の片側１車線
道路において、対向に設置した二つのステレオマイク
を用いて車両の走行方向毎に車両数の推定を行った。
録音と同時に車両の走行の様子を動画で撮影し、動画
をもとに人手で車両走行方向と通過時刻のラベリン
グを行った。動画中で車両がマイクロホンの正面を通
過した時刻を車両通過の正解時刻とし、それぞれの走
行方向毎に検出したピークの時刻と正解時刻との差が
0.5秒以下の時に正確にピーク検出できたものとした。
時間差推移モデルの速度パターン V は実験環境にお
ける走行車両の平均的な速度から V = 30, 35, ..., 60
の 7パターンを用いた。ガウス窓型 FIRフィルタの
標準偏差パラメタ σ、ピーク検出の閾値 h、時間差推
移モデルのフレーム数 N とマッチング評価の閾値 γ
は実験的に決定した。その他の実験条件はTable 1に
示す。

4.2 評価尺度

実験結果の正確性の評価のため、以下で表される F
値を尺度として用いた。

precision =
Nc

Ne
(11)

recall =
Nc

Nr
(12)

F-measure =
precision · recall

1
2 (precision + recall)

(13)

ここで、Nc は正確に推定された交通車両数、Ne は
推定された交通車両数、Nr は実際に通過した交通車
両数を表す。F値は [0, 1]の範囲の値をとり、高けれ
ば性能がよいことを示す。

4.3 実験結果と考察

提案手法により、ある 60秒の区間において右車線
の車両走行音以外の音を抑圧した結果を Fig. 6に示
す。Fig. 6より、車両数が走行方向毎に正しく推定さ
れていることがわかる。
従来手法および本手法で得られた推定車両数と実
際の交通車両数をそれぞれTable 2、Table 3に示す。
さらに、Table 2、Table 3の値を用いて算出された F

Table 2 Numbers of vehicles in the ground truth
and in the detection in Left Lane (left) and Right
Lane (right) by conventional method. [5] (T = True,
F = False)

Ground truth
(Left Lane)

T F
Detected T 36 4
vehicles F 2 -

Ground truth
(Right Lane)

T F
Detected T 26 0
vehicles F 0 -

Table 3 Numbers of vehicles in the ground truth
and in the detection in Left Lane (left) and Right
Lane (right) by proposed method.

Ground truth
(Left Lane)

T F
Detected T 36 0
vehicles F 2 -

Ground truth
(Right Lane)

T F
Detected T 25 1
vehicles F 1 -

Table 4 Calculated F-measure
F-measure

Conventional method [5] 0.9538
Proposed method 0.9682

値をTable 4に示す。想定の方向と速度で移動する車
両音源に起因するピークのみを強調することにより、
車両検出精度が向上して F値の 1からの差が 31%減
少した。従って、提案手法はステレオマイクの位相差
分析を利用することにより、従来手法よりも簡便かつ
高精度な車両推定が行えることを確認した。

5 おわりに

非同期マイクロホンアレーによる交通量推定の従
来手法は非同期マイクロホンの同期補償と雑音の事
前学習による観測手順の複雑化が問題であった。そこ
で本研究ではステレオ録音機器の使用を前提に、同
期補償の不要な単一録音機器のチャネル間の処理で
想定の移動音源のみを強調する時間周波数マスクを
設計することにより、雑音の事前学習が不要であり、
手動の計測手順が少ない車両検出の手法を提案した。
実験結果から、従来手法よりも高精度かつ簡便に車
両検出が行えることが確認できた。
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