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ユーザ固有の雑音を考慮する
参加型環境センシングのデータ校正手法
青木 俊介1,a)

劉 広大1,b)

岩井 将行2

瀬崎 薫1,3

概要：多数のセンサを搭載したスマートフォンが世界的に急速に普及していることを背景に，一般ユーザ
の持つ携帯端末をセンシング機器として都市地域の騒音情報を取得するユーザ参加型環境センシングの実
現が期待されている．このユーザ参加型環境センシングを用いることによって，詳細な環境地図を構築す
ることが可能となる．しかしながら，既存研究ではユーザの歩行中におけるセンシングを想定していな
いため，一般ユーザの歩行から発せられる雑音は考慮されていない．本研究では，スマートフォンによる
ユーザ参加型環境センシングシステムを設計・開発し，東京都世田谷区内全域を計 4 日間，のべ 40 人の一
般ユーザによって歩行センシング実験を行った．また，複数ユーザの歩行中に取得した音声情報を比較し，
適切な環境騒音地図を構築するためのデータ校正手法を提案し，この評価を行った．
キーワード：参加型センシング，モバイルセンシング，データ校正手法，環境センシング，ユビキタスコ
ンピューティング

A Method of Calibration for User’s Specific Noise
in Participatory Environmental Sensing
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Liu Guangwen1,b)
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Abstract: Participatory sensing is emerging system for collecting minute statistical information by gathering information from participants as the rapid spread of smartphones mounted multiple sensors. However,
noises from participants during walking and running were not taken into consideration. In this paper, we
designed and implemented participatory environmental sensing system using smartphones, and conducted
the walking experiment with 40 participants for sensing the noise of Setagaya Ward. Additionally, we presented the method for calibration with participants’ specific noise during walking for collecting and sharing
accurate noise-map.
Keywords: Participatory sensing, Mobile Sensing, Data Calibration, Environmental Sensing, Ubiquitous
computing
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GPS 受信機，加速度センサ，マイク，照度センサなど
様々なセンサを搭載したスマートフォンが世界的に普及し
ていることを背景として，一般ユーザの持つスマートフォ
ンを用いて都市空間の環境情報を空間的・時間的に詳細に
収集するユーザ参加型環境センシングの実現が期待されて
いる [1]．スマートフォンによるユーザ参加型環境センシ
ングと，従来のセンサネットワークの大きな違いとして，
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センサ精度が劣るというデメリットが挙げられる一方，あ

環境に関する情報を取得する研究などが盛んに研究されて

る測定地点に対して複数のセンサ機器がセンシングをする

いる．本章では，スマートフォンのマイクを用いて情報取

ことができるという特長が挙げられる．

得をする研究に関して，センシングの対象という観点から

このユーザ参加型環境センシングを用いて構築した騒音

関連研究を大きく 2 つに分け，それぞれの研究について紹

モニタリングシステムを用いて，特に都市地域における住

介する．マイク情報を用いて，様々な情報を取得すること

宅環境の再評価 [2] を行うことや，住民の精神的ストレス

が可能であるが，その一方でスマートフォンを用いたセン

などの健康被害を抑えること [3] が期待されている．この

シングでは，計算資源・電源が限られたものことを考慮し

スマートフォンによる参加型環境センシングに関しては，

なければならない．

様々な研究 [2], [3], [4], [5] がなされているが，多くが小規
模な実験を基にしたシミュレーションを用いた研究であ

2.1 ユーザのコンテキストに関するセンシング

り，実際の都市地域で大規模な歩行センシングによって騒

スマートフォンに搭載されたマイクからの音声情報を用

音情報を収集した研究例は無い．本研究では，このユーザ

いて，ユーザの周囲の状況を識別する研究が盛んに行われ

参加型環境センシングの社会的な意義を示すために，総面

ている．S. P. Tarzia らの研究 [8] では，背景音をスペクト

2

積約 60[km ] の世田谷区内全域の騒音情報をのべ 40 人の

ル解析し，周波数と各成分の音圧の大きさを Wi-fi フィン

ユーザによって歩行センシングを行った．

ガープリントの様に用いることによって屋内の位置情報を

従来の JIS 規格に基づいた環境騒音の測定法 [6] では，

取得する手法を提案している．また，H. Lu らの研究 [7] で

特定の騒音計を用いて，選別された時間・地点のみの騒音

は，計算資源の限られた携帯端末上で，音声情報を音楽，

情報を取得していたが，スマートフォンを用いた環境セン

会話などにカテゴライズする手法を示している．

シングでは，大量センサから，詳細に騒音情報を取得する

マイクによる音声情報から，非常に多くの情報を取得す

ことが可能となる．しかしながら，一般ユーザの歩行の中

ることが可能である一方，携帯端末上で処理するには多く

で騒音情報を取得すると，ユーザの足音や服のこすれる音

の計算資源と電力消費を必要とするため，連続的に処理す

など，様々な種類の雑音が含まれてしまう．マイクから取

る手法は現実的ではない．一定間隔でマイク情報を取得

得した音声情報に対して，周波数スペクトル解析を行い，

し，カメラ情報や他のセンサ情報と複合的に用いることに

音の発生源を分類する研究等 [8] も行われているが，環境

よって，ユーザの位置を推定する研究もなされている [9]．

騒音とユーザの発する雑音の判定を携帯端末上で常時リア
ルタイムに行うことは不可能である．また，フィルタリン

2.2 都市環境に関するセンシング

グによる雑音除去は音声情報処理の分野では盛んに研究が

一般ユーザのマイク情報から音量情報を取得し，都市環

なされているが，そもそも環境騒音が様々な周波数を含ん

境に関する情報を取得する研究が盛んに行われている．R.

だ音であるため，フィルタリングによってユーザからの雑

K. Rana らの研究 [10] では，Nokia N95 と HP iPAQ を用

音のみを除去することは不可能である．本研究では，複数

いた騒音センシングシステムを実装し，取得したデータと

ユーザが同じエリアをセンシングする特性を利用して，相

シミュレーションを用いることによって詳細な騒音地図を

対的な雑音発生レベルをユーザごとに判定し，適切な環境

構築するための補間技術の提案を行っている．本研究で紹

騒音地図を構築するためのデータ校正手法を示す．

介された補間技術を用いることによって，複数の地点の騒

これらのことをふまえ，本稿の構成としては，まず従来

音情報から，未知の地域の騒音情報を推定することが可能

の手法では実現不可能であった詳細な環境騒音地図を構築

となる．S. Santini らの研究 [3] では，騒音センシングのた

するための騒音センシングシステムを Android 端末上に

めにスマートフォンに搭載されたマイクと騒音計を比較し，

設計・実装し，更にユーザ固有の雑音を考慮した騒音デー

校正の必要性があることを示している．また，周波数ごと

タ校正手法を提案する．2 章ではスマートフォンのマイク

にスマートフォンのマイクと騒音計を比較することによっ

を用いた情報取得に関する関連研究について述べ，3 章で

て，スマートフォンのマイク特性を考慮した端末間校正手

は騒音センシングシステムの実装と歩行センシング実験に

法を示している．また，E. D’Hondt らの研究 [4], [5] では，

ついて述べる．また，4 章では取得ユーザごとのデータ校

Nokia 5230 を用いた騒音センシングシステム NoiseTube

正手法を提案し，5 章ではセンシング実験で取得したデー

を構築し，1[km2 ] の地域の騒音情報を収集し，時系列デー

タを用いて提案手法の評価をカーネル密度推定によって行

タとしてのシミュレーションを行っている．

い，6 章では本研究をまとめる．

2. 関連研究
高機能なスマートフォンに搭載されたマイク情報を用い
て，ユーザの周囲の状況に関する情報を得る研究や，都市
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スマートフォンを用いた騒音センシングの研究は多くな
されているが，一般ユーザの歩行の中で連続的にデータを
取得し続けた研究はなく，多くの研究が決められた測定地
点のセンシングのみを行い，そのデータを基にシミュレー
ションを行っている．
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3. 騒音センシングシステムの実装と
世田谷区域内センシング実験
本章では，本研究で行ったスマートフォンによる大規模

において，校正実験を行った．本校正実験では，音源から
ピンクノイズを発し続け，音圧の大きさを変化させる．こ
のピンクノイズの音を，JIS 規格を満たすリオン社製の騒
音計 NL-32 と，Android 端末 (Galaxy S3，Galaxy Nexus，

騒音センシング実験のためのセンシングシステムの概要と

Nexus One) によって測定を行い，音源の音圧レベルと測

実装について述べ，次に総面積約 60[km2 ] の世田谷区内全

定機器の示す等価騒音レベルの関係を導く．この音圧レベ

域の騒音情報を収集したセンシング歩行実験について述

ルと等価騒音レベルの関係を図 3 に示す．図 3 における

べる．

input は騒音計 NL-32 で計測した値のものを指す．
歩行センシングで環境騒音を測定した後に，端末ごとに

3.1 騒音センシングシステム
スマートフォンを用いて騒音情報を取得するためのシス
テムを構築するために，Android SDK の API を用いたア

観測した等価騒音レベルを図 3 の関係グラフに則して校正
を行うことによって，より正確な騒音情報を短時間の処理
で構築することが可能となる．

プリケーションを開発した．音声情報をビット数 16[bits]，
サンプリング周波数 44100[Hz] で取得する．また，音声情
報の Wave データから等価騒音レベルの導出には，ISO[11]

3.3 歩行センシング実験
本研究で実装したスマートフォンによる騒音センシング

標準に基づいた処理を行う NoiseTube の手法 [4] を用いた．

システムを用いて，世田谷区内全域の騒音情報を取得する

騒音情報としては，0.5[sec] ごとに GPS 情報と音声情報を

ために，計 4 日間，のべ 40 人のユーザによるセンシング歩

取得し，また連続的に音声データを取得する．一般ユーザ

行実験を行った．センシング歩行実験では，歩行時のセン

が歩行中に連続的に取得した位置情報と騒音情報をサーバ

シングの高さとスマートフォンの状況がほぼ一定となるよ

側で集約することによって，大規模な環境騒音地図を作成

う，図 4 に示すようにアームバンドを用いてスマートフォ

することができる．本アプリケーションのインターフェー

ンを固定した．

スを図 1 に示す．

3.2 端末間校正
本アプリケーションでは，スマートフォンに搭載された
マイクから騒音情報を Wave ファイルとして取得し，等価
騒音レベルを導出するが，スマートフォン製造工程の段階
で，同一機種の携帯端末に対しても，異なる種類のマイク
が搭載されている可能性が考えられる．このため，機種間
のみならず，端末ごとに校正を行う必要がある．
適切な校正を行うために，図 2 のような 4π 無響室 (有
効容積 3.8m×4.8m×3.8m，浮構造，内壁 80cm 厚吸音楔)
図 2

4π 無響室．

図 1 Android 端末による環境センシングアプリケーションのイン
ターフェース．
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図 3

音圧レベルと各端末の等価騒音レベルの関係．
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図 5

Audacity[12] による取得データのボリュームレベルの推移の様子．

足跡に沿って騒音情報を取得することが可能となり，これ
らの情報を集約することによって，世田谷区内全域の騒音
情報を取得することができた．しかしながら，図 5 に示す
様に，ユーザ歩行時のセンシングデータにはユーザの足音
や服のこすれる音など，環境騒音とは関係のない雑音が頻
繁に観測され，これらの雑音を適切に除去することが正確
な騒音センシングシステムの実現のためには大きな課題で
あることが明らかとなった．

4. ユーザ間データ校正手法の提案
歩行センシング実験の Wave データから明らかとなった
図 4 歩行センシングの様子．

また，取得する騒音情報の信頼性を確保するために，本
センシング実験では測定ポイントを 2700 箇所設け，10 秒
間停止して測定を行う．また，歩行時も連続的にセンシン
グを行うことによって，より広範囲の情報を取得すること
が可能となる．
本センシングシステムを用い，端末間データ校正を行う
ことによって，図 6，7 のように，センシング参加者の歩行

ように，一般ユーザの歩行中に騒音センシングを行った場
合，環境騒音の他にユーザ固有の雑音が含まれる．より正
確な騒音情報を収集するためにも，ユーザ間の校正を行う
必要がある．ここで，Wave ファイルとして取得した音声
情報をオープンソース・ソフトウェアである Audacity[12]
を用いて，1 秒間隔で周波数スペクトル解析を行った様子
を図 8 に示す．このスペクトル解析には Hanning 窓を用
いた．
この図 8 から明らかなように，環境騒音やユーザ固有の
雑音を観測した部分のみを切り取ったとしても，スペクト
ルの周波数成分は様々なものを含むため，周波数フィルタ

図 6

世田谷区内全域の騒音センシングのデータの様子．
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図 7

あるユーザの足跡に沿った騒音センシングのデータ．
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図 8

様々な音声データの周波数スペクトル解析の結果．

リングを用いて完全に分類することは困難である．音声

行い，ユーザ間の雑音発生レベルを一様化することによっ

データに対して特徴量抽出を行うことによって，音声情報

て，環境騒音地図の構築を目指す．この様子を図 9 に示す．

の分類を行うことも可能であるが，リアルタイムに全ての

ユーザ参加型環境センシングでは，あるエリアに対して

データに FFT を行うことは現実的ではない．

複数のユーザがセンシングを行うことが考えられる．また

また，ローパスフィルタなどのフィルタリング処理を行

歩行センシングでは，全てのユーザが本来の環境騒音に

うことによる音声情報処理の手法も考えられるが，フィル

ユーザ固有の雑音を付加したものを騒音情報として取得

タリング処理によって，環境センシングシステムの目的で

していた．図 9 に示す様に，同じエリアをセンシングした

ある環境騒音の大きさを変化させてしまう恐れがある．

ユーザ間で取得した騒音情報の差異を基にして，相対的な

ユーザ固有の雑音としては，ユーザの足音や服のこすれ

雑音発生レベルを導出することによって，異なるユーザ間

る音，持ち物の揺れる音など様々な種類のものが観測され

でのデータ校正を行うことが可能となる．あるエリアにお

た．特にユーザの足音は多くの局面で観測されたが，ユー

いてユーザ A とユーザ B が騒音センシングを行い，等価

ザの歩行する地面の質や土地の特性によって音の周波数や

騒音レベルの平均値がユーザ A の方が大きかった時の処

リズムが変化するため，一定の時間感覚で雑音除去フィル

理の様子を式 (1), (2) に示す．等価騒音レベルの平均値が

タリングを行うことは難しい．また，ユーザ固有の雑音は

高いユーザのみデータ校正を行う．この時，NkA はユーザ

今回のセンシングに参加した 40 人のユーザ全てで観測さ

A が，ある地点 k をセンシングした騒音値を示す．また，

れ，ユーザごとに異なる大きさの雑音が観測された．

A
B
Naverage
と Naverage
は，それぞれユーザ A とユーザ B が

これらをふまえ，本研究ではユーザ固有の雑音値判定を
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あるエリアにおいて取得した騒音情報の平均値を示す．ま
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A
た，Naverage
はデータ校正後の騒音情報を示す．

表 1

ユーザ A とユーザ B が取得したセンシングエリア δ1 ，δ2 の
等価騒音レベルの平均値とセンシングポイントの数．
エリア δ1

A
B
∀k | Nk′A = NkA − |Naverage
− Naverage
|

∀k |

Nk′B

=

NkB

等価騒音レベル

センシングポイントの数

ユーザ A

49.978

229

ユーザ B

48.423

160

(1)

エリア δ2

(2)

更に，JIS 規格に沿った従来の手法 [6] で測定された特定
の測定点における騒音情報を基準として用いることによっ

等価騒音レベル

センシングポイントの数

ユーザ A

50.853

206

ユーザ B

44.678

295

て，他の測定地域においても，ユーザの歩行時の騒音情報
を含まない正確な騒音情報を取得することが可能となる．

用いて評価を行う．
評価としては，式 (3) に表すような Gaussian カーネルを

5. 校正手法の評価
本章では，ユーザ間の相対雑音発生レベルを用いたデー

用いたカーネル密度推定を行う．この処理の様子を式 (4)
に示す．

タ校正手法の評価を行う．評価には 100[m] × 100[m] のエ

z2
1
K(z) = √ e− 2
2π

リア δ1 ，δ2 の騒音情報を用いる．このセンシングエリア

δ1 ，δ2 はユーザ A，B のセンシング参加者によって歩行セ

n

ンシングされており，表 1 に示すように両者から取得され

fK (x) =

た等価騒音レベルの平均値は異なったものとなっている．
また，歩行速度と歩行ルートはユーザによって異なるため，

1 ∑
x − Xi
K(
)
nh
h

(3)

(4)

i=1

但し，この式 (3)，(4) においては i = 1, 2, · · · , n に観測値

エリア内のセンシングポイントの数はユーザごとに異なっ

(等価騒音レベル)Xi が与えられるとする．また，h はバン

たものとなる．

ド幅を示すが，本評価ではバンド幅 h = 5 とした．

環境騒音に対して，ユーザ固有の雑音を付加したものが

このカーネル密度推定の結果を図 10 に示す．エリア δ2

騒音情報となっているため，この平均値の差を全ての騒音

でユーザ A が取得したデータに対して，エリア δ1 のデー

情報にフィードバックすることによって，両者の相対的な

タから導出した校正処理を施した．図 10 から明らかなよ

雑音レベルを明らかとすることができ，一様な騒音地図を

うに，本校正を施すことによって，ユーザ A の取得した騒

作成することが可能となる．式 (1), (2) に表すような処理

音情報の分布はユーザ B の取得した騒音情報の分布に近付

を，エリア δ1 の騒音情報に対して行うことによってユー

くこととなる．

ザ間の校正を行う．このデータ校正処理手法の有効性を示
すために，センシングエリア δ2 で取得された騒音情報を

6. むすび
本研究では，スマートフォンを用いた環境センシングの
社会的意義を示すために，大規模な歩行センシングシステ
ムを実装し，世田谷区内全域において歩行センシングを行
うことによって騒音情報を収集した．また，ユーザの歩行
時に発せられるユーザ固有の雑音を適切に校正する手法を

図 9 相対的な雑音発生レベルの導出によるユーザ間校正手法の様子．
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図 10

取得データと校正後のデータのカーネル密度推定の比較．
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提案し，この評価を行った．ユーザ固有の雑音に対する校
正手法の実用によって，一般ユーザの生活を煩わせること
なく，スマートフォンから騒音情報を取得することができ

[8]

る．また，本研究で明らかとなったユーザ固有の雑音レベ
ルをユーザのセンシング参加へのインセンティブと紐づけ
て解析することで，より多くの一般ユーザが歩行センシン
グに参加するモデルを構築できると考えられる．

[9]

本稿では，複数のユーザから取得された騒音情報を用い
ることによって，ユーザ固有の雑音値を判定し，相対的な
騒音地図を構築する手法を提案した．より信頼性のある環

[10]

境騒音地図を構築するためにも，今後の研究として，既存
手法を用いて測定された地点の騒音情報を本センシングシ
ステムに盛り込むことを考えている．スマートフォンを用
いた環境センシングシステムの信頼性と細粒度を明確に示
すためにも，従来手法によってされた騒音地図との比較を
する必要がある．

[11]
[12]

People-Centric Applications on Mobile Phones,” in Proc.
ofthe 7th ACM Int. Conf. on Mobile Systems, Applications, and Services(MobiSys ’09), pp. 165-178, 2009.
S. P. Tarzia, P. A. Dinda, R. P. Dick, and G. Memik,
“Indoor Localization without Infrastructure using the
Acoustic Background Spectrum,” in Proc. ofthe 9th
ACM Int. Conf. on Mobile Systems, Applications, and
Services(MobiSys ’11), pp.155-168, 2011.
Y. Chon, D. Lane, F. Li, H. Cha, and F. Zhao, “Automatically Characterizing Places with Opportunistic
CrowdSensing using Smartphones,” in Proc. ofthe 2012
ACM Int. Conf. on Ubiquitous Computing(UbiComp
’12), pp. 481-490, 2012.
Rana, R. K., Chou, C. T., Kanhere, S. S., Bulusu, N. and
Hu, W.: Ear-Phone: An End-to-End Participatory Urban Noise Mapping System Proc. The 9th ACM/IEEE
International Conference on Information Processings
in Sensor Networks(IPSN 2010), pp.105-116 (2010).
ISO, “ISO 266:1997 acoustics - preferred frequencies,”
1997.
Audacity, http://audacity.sourceforge.net/

また，今回の歩行センシング実験のなかで取得した環境
情報から，ユーザの行動の様子や歩行ルートを推測するこ
とができた．これは，ユーザ参加型環境センシングの実現
のためには位置情報のみならず環境情報からのプライバ
シー侵害を考慮する必要があることを示唆する．環境情報
と位置情報を共に匿名化し，プライバシーの侵害を防ぐこ
とは今後の重要な課題である．
謝辞 無響室の利用においてご協力いただいた東京大学
生産技術研究所 坂本研究室の横山栄様に感謝いたします．
また，世田谷区内における歩行センシング実験にご協力い
ただいた慶応義塾大学 徳田研究室，青山大学 戸辺研究室，
東京大学 瀬崎研究室，東京電機大学 岩井研究室の研究員
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