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研究論文

くしゃみ監視システムに関する研究*1豚の日亥・

川岸卓司*2・松梨夏季*2.水谷孝一*3・若槻尚斗*3

* 1 2011年度農業施設学会大会 農業環境工学関連学会2012年合同大会にて一部発表。
*2筑波大学大学院システム情報工学研究科知能機能システム専攻，干 305-8573つくば市
*3筑波大学システム情報系知能機能工学域，〒 30与8573つくば市

"'" 日

養豚農家において，呼吸器感染症の豚を早期に発見し，その拡散を防止することは大変重要である。現在，呼吸器感染

症の検査は，各種抗体検査などで陰陽性を判別しているが，所要時間や費用を鑑みると頻繁に検査を行うことは困難でhあ

る。そこで，本稿では，マイクロフォンアレイを用いて豚の咳・くしゃみ音を自動的に検出し，その発生位置を特定するシ

ステムを提案する。提案手法を評価するため，標準サンプルに同一種の離乳期豚で湿潤状況が陰性な咳・くしゃみ音を使用

し，同様の環境である豚舎にて咳・くしゃみ音の検知を行い，その発生位置の特定を行った。その結果，豚のくしゃみ音は

30kHz以上の周波数を含み，ハイパスフィルタを用いた手法により，識別率は 99.9%，位置測定率は 85.7%で特定が可能で、

あった。また，咳音は 10-20kHzの周波数を含み，バンドパスフィルタを用いた手法により，識別率は 99.6%，位置測定率

は75.0%で特定が可能であった。これらの実験により，本手法の有効性が確認された。

要

くしゃみ，呼吸器感染症，位置推定キーワード:豚，モニタリングシステム，

さらに， RFIDを家畜それぞれに埋め込むため，出荷サ

イクルの短い豚は管理維持費用の点から，すべての豚舎

での導入は難しいと考えられる。

そこで，仙名 (2001)は豚舎内の咳・くしゃみ音の発

生回数を測定することにより 豚呼吸器感染症の発症を

早期に発見する方法を報告している。これによると，咳

音に関して肥育前期の豚は呼吸器感染症の陽性・陰性の

間で約 6回110min，くしゃみ回数の平均値は，約 8回

110 minの違いがあることがわかっている。仙名 (2001)

の手法は作業員が発生回数を測定するため分析に時間や

費用がかからない一方，数人で飼育を行う現在の養豚農

家では子聞がかかり継続的な実施は困難である。計測を

自動化する際には，上記精度以上に判別ができる必要が

ある。

豚の咳音に着目をした S.Ferrariら (2008) はリアル

タイムに豚舎内で発生する咳音を検出する手法を提案し

た。また， M.Silvaら (2008) は豚舎内のどの付近でそ

の咳音が発生しているかを判別するシステムを提案し

た。しかしながら，その測定精度は豚房 1つ程度であり，

咳・くしゃみを発生させている個体の特定には至ってい

ない。豚房での飼育密度は離乳期で約 0.28頭1m2，肥

育前期で約 0.55頭1m2，飼育後期で約 0.75頭1m2が適

正であるとされており，一般的な豚房で約 15-20頭が

飼育さている(宮原 1989)。そのため，咳発生の豚房が

特定できた場合においても，豚房の豚すべてを再度調べ

る必要がある。また， S. Ferrariら (2008)，M. Silvaら

1.はじめに

日本国内で飼育される豚は約 980万頭であり，その頭

数は年々増加している。しかし，養豚農家の戸数は減少

の一途をたどり，農家一戸当たりの飼育頭数は約 1600

頭にのぼっていることから(農林水産大臣官房統計部，

2011) ，飼育管理の効率化が求められている。A.Frost 

ら (1997)は効率的な生産のため，家畜の行動や環境を

総合的に監視するシステムを提案し，家畜の健康状態を

掌握することでさらに効率的に管理できるとしている。

さらに近年では，集中管理による飼育密度の上昇に伴

い，各種の感染症発生時の被害の拡大が懸念されている。

特に豚呼吸器感染症は伝搬力が強く繁殖障害を引き起こ

すため，養豚においては生産を阻害する大きな要因であ

ることが報告されている (M.Whi旬 2011; M. Shimizu 

ら1994)。このため，現在では感染症を予防・発見する

手法は各種抗体検査などにより実施されているが，血液

等の採取や分析には時間や費用がかかるために頻繁に行

うことが困難である(w.L. Mengelingら1995)。

近年では， RFID (Radio Frequency Identi:fication)等

の無線通信による非接触認識技術を利用した管理の研究

が実施されている(w.Zhuら， 2010)。この手法は，カー

ドやタグ状の媒体に電波によってJ情報の読み書きが行う

ことができ，豚の状態などを個別で管理することが可能

である。しかしながら，送受信距離が約 300mm程度で

あり，送受信場所の確保や莫大な設備投資が必要である。
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(2008) はともに咳の発生音のみに着目しており，感染

症発生を判定する基準のひとつであるくしゃみ音につい

て検出する手法についての研究は実施されていない。

咳・くしゃみ音を自動で、測定し，ある豚が呼吸器感染

症の陽性反応がでた場合に速やかに養豚農家の作業員に

知らせるシステムを構築することで，安価な設備投資で

管理することができ，少人数でも効率的に生産管理が行

えると考えられる。

本研究の目的は，実際の豚舎において，日亥・くしゃみ

音を測定し，カメラによりその発生位置を特定し個体識

別することである。図 1にシステムの概要因を示す。著

者らはこれまでにくしゃみ音の識別方法及び咳音の識別

方法を明らかにした(松梨ら 2011，2012)。さらに，複

数のマイクロフォンで検知をすることで，その音源位置

を特定できることに着目し，咳・くしゃみ発生位置の特

定を試みる。また，実際の豚舎で実験を行うことで，本

手法の有効性を示し，豚の咳 ・くしゃみ監視システムを

提案する。

豚舎

個体B:感染危険有

累積症状

ムム日 咳 6回
くしゃみ 10回

図1 提案システムの概要図

2.咳・くしゃみ音検出システム

(1 )データの取得

豚舎内は咳 ・くしゃみ音以外の雑音が非常に多く，マ

イクロフォンで検出するためには，咳 ・くしゃみ音の特

徴を分析することで，必要外の音を排除する必要がある。

このため，実際の豚舎の音を独立行政法人農業・食品産

業技術総合研究機構畜産草地研究所内の分娩豚舎で，生

後 53日の豚 12頭が飼育されている豚房の上方にマイク

ロフォンを設置し約 73分間の集音を実施した。図2に

実験を行った豚舎の平面図 写真に図 2に示した位置

から撮影した豚舎内の様子を示す。データ取得場場所

を図 2の「食」に示した。対象豚舎は豚呼吸器感染症の

陰性農場であり，舎内温度は 25
0Cであった。データ取

得にあたってはサンプリング周波数 96kHzのPCMレ

コー ダ (SONY:PCM-D50) にコ ンデンサマイクロフォ

ン (Panasonic:WM62PC) を接続したものを利用した。

48.8 m 

x=針
16m 

図2 豚舎平面図

写真 位置Xからの豚舎風景

(2)豚舎内発生音の特徴

豚舎内で発生する豚の音声には，くしゃみ (Sneezing)， 

咳 (Cough) の他にA.H. Katherineら (2004) によっ

て計測された代表的な鳴き声 Grant，Bark， Squealがあ

る。また他の音として金属の柵がぶつかる音や，換気音

が挙げられる。図3にそれぞれのスペクトルグラムを示

す。サンプリング周波数 96kHz， FIT点数は 480点と

し長さ 5msのHanning窓を使用し，オーパーラ ップは

2.5 msとした。横軸を時間，縦軸を周波数とし，特徴

を明瞭にするため o--20 dB， -20 --40 dB， -40 --60 

dBの値で 4値化した音圧を表示した。各図の音圧は最

大振幅をそろえるため，図 3(e) のSquealの最大音圧

で正規化した値を用いている。図 3(a) のくしゃみ音

は， (ト48kHzまでの周波数を含んでおり，計測時聞は

0.5 sとした。図 3(b) の咳音は， 0-20 kHzまでの周波

数を含み， くしゃみ音と同様に 0.1s前後の区間である。

これに対して図 3(c) の Grantは， (ト10kHzの周波数

が支配的である。また，咳・くしゃみ音と比較して長い

時間長を持つことがわかる。図3(d) のBarkも， (ト10

kHzの周波数を含むが時間長は 0.15-0.5sに分布してい

る。図3(e) のSquealは，全体的に音圧が大きくか10

kHzの周波数が主であり，時間長が他と比較し長い。図

3 (f)の金属音はくしゃみ音と近似した か40kHzの周波

数を含むが時間長が 0.01sと非常に短い特徴がある。図

3 (g) の換気音は 100Hz以下の低周波数であり ，定常

的な雑音と判断できる。これらの特徴から豚舎の雑音内

から目的音である咳 ・くしゃみ音を検出する手法につい

て示す。
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豚舎内に発生する音のスペクトルグラム
(a) くしゃみ (b)咳 (c) Grant (d) Bark 

(e) Squeal (f)金属性打音 (g)換気扇

図3

フィルタ後の波形，
くしゃみ音の処理過程
(a) くしゃみ音時間波形， (b) 

(c) エンベロープ(包絡曲線)

図4

(4) 咳音検出方法

2節より咳音は雑音となる他の豚舎内の発生音より 10

20 kHz以上の音の周波数を多く含み，その成分がフ

ラットである特徴から， 2つのバンドパスフィルタを通

過させ，相関計算を実施する。さらに周波数スペクトル

包絡を作成し，日亥の識別を実施する。以下にその手法に

ついて示す。

1 )集音信号に対し， 4次の Butterworth型バンドパス

フィルタを使用した。バンドパスフィルタを通過した受

信信号のパワーの時間変動をエンベロープとして表し，

式1を用いて事前に用意した咳音サンプルとの相関計算

を行う。RNの最大値を相関度 Cm皿をとして定義し咳音

の識別における指標として使用する。また，前節と同様

にエンベロープ幅ω[sJを定義し，闇値を設定した。ω[sJ

は前節のくしゃみ音と同様に時間領域における咳の特徴

(3) くしゃみ音検出方法

くしゃみ音を識別するため，集音音源に対して以下の

4段階の手法を実施する。

1 )前節の特徴からくしゃみ音は雑音となる他の豚舎

発生音より 30kHz以上の周波数成分を多く含んでいる

ことから，マイクロフォンからの受信信号の高周波成分

のみを利用することで雑音の影響を低減し，豚舎内の雑

音に対してくしゃみ音の特徴をより優位に抽出するこ

とが可能となると考えられる(松梨ら 2011)。図4 (a) 

に例としてくしゃみ音の時間波形，図 4(b) に4次の

Butterworth型ノ、イノfスフィルタ通過後の波形を示す。

カットオフ周波数を 30kHzとした。

2 )ハイパスフィルタを通過した受信信号の音圧の時間

変動を図 4 (c) のようなエンベロープ(包絡曲線)と

して表す。正規化相互相関関数RNを

z';:OX， (n)x2(n + i) 
';2:. ~与.'x j(j・ )2:. 1，;o' xW・)

(1) 

と定義する。x1(n)はくしゃみ音サンプルデータであり，

x2 (n) を比較する受信信号として相関計算を行う。また

係数 Nは用いる信号の信号長のサンプル数である。x1

(j)， x2 (j) は同様の信号を二乗総和平方根で正規化する

ことで，相互相関関数RNを0-1の値とする。RNの最

-3一

大値を Cmax相関度として定義し，

おける指標として使用する。

3)豚舎内の雑音のうち ハイパスフィルタを通過する

ものに金属音がある。図3(f) の金属音は，くしゃみ音

に近い特徴を持ち，高い相関度を示すことがある。しか

し，くしゃみ音と比べると音圧の立ち上がりが鋭く，持

続時間が短いものが多いことから，図 4(c) に示した

エンベロープ幅ω[sJ を判別に用いる。

4)図 4(c) の0-1に正規化した最大値を九回 =1と

したとき，横軸の rSL= 0.4範囲を満たす信号のエンベ

ロープ幅を ω[sJ とした。これによって，信号がくし ゃ

み音のもつエンベロープ幅を満たすとき， くしゃみとし

て判別する。エンベロープ幅の設定には前節のくしゃみ

音の時間領域における特徴を元に関値を設定し 0.04壬W

壬0.13[sJとした。

5 )ιm及びω[sJ が設定した闇値の範囲内である時，

対象区聞はくしゃみ音であると検出する。

RN (i) 
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を元に闇値を 0.04壬w豆0.12[s] とした。

2)咳音は 10-20 kHzまでの周波数成分をフラットに

含んでいることから， 1) と同様の集音信号に対し 15-

20kHzのバンドパスフィルタを通過させた受信信号と

の相関度C'm昭を定義し，識別における指標として使用

した。

3 )相関度 Cm卸 C'm田及びエンベロープ幅ω[s]の闘

値が設定した値を満たさない場合は雑音として処理をす

る。また，これらの闇値を満たすと更に，受信信号の周

波数スベクトルを FastFourier Transform (F町)によっ

て求め，吉井 (1998)の提言する

的)=蒜=1-zfdjZj 

で定義される糠形予測フィルタを用いて周波数スペクト

ル包絡を作成し，信号の特徴量として用いた。ここで，

ajとGはそれぞれ予測係数と利得であり， ρは線形予測

次数を表す。

4) さらに，式3に示すユークリッド距離を尺度として，

得られた特徴量Ysと咳サンプルから作成したテンプレー

トYIの類似度を比較する。なお，mは周波数スベクト

ル包絡における周波数点数を表す。

Df (y" YI) =1三Iy，[m]-y
l
[m]12. 

5 )類似度を比較し，Dfが設定した闇値内である時，

その対象区間は咳であると検出する。

(5)発生位置の特定原理

咳・くしゃみ音を発した豚の位置を検出する方法に

音源方向推定法を用いた。音源方向推定には，マイクロ

フォン聞の伝搬時間差から音源方向を推定する手法を用

いた。図 5に4つのマイクロフォンによる 2次元音源方

向推定法の概要を示す。マイクロフォンアレイ中心から

の角度。 [deg.] は2つのマイクロフォンで受信された

信号Xt(t)，x2(t) より伝搬時間差 τ[s]を用いて

図5 音源方向推定原理

。=駈t(テ) (4) 

から計算できる。このとき，d[m]， c[m/s]はそれぞれ，

マイク間隔と音速である。 Mic.1，2を用いて仰角方向の

角度。EL[deg.]，Mic.3，4を用いて方位角方向の角度 8AZ

[deg.]を求める。また， 3次元であるため

8'AZ = sin-t (ま先)， 8~L = sin-t
(また) 伍)

(2) 

のように補正を行い正しい方位角 8'AZ[deg.]，仰角方向

。'EL[deg.]を求める。

伝搬時間差r[s] を計算するため，相E相関法を利用

する。用いる受信信号の信号長を Nサンプルとすると，

相互相関関数R(i) は

R(i) = 2，xt (n)x2 
(n+i) (6) 

と定義される。 R(i) が最大値となるサンプル数iに対

応する時間を伝搬時間差とする。 (C.H胞lappら1976)

以降本稿中において， 4つのマイクロフォンを用いる

場合には，ここで定義した座標系とマイクロフォン番号，

音源方向を使用する。

(3) 
3.実験

(独)畜産草地研究所内の分娩豚舎にて録音した約 5

時間 13分の音声に対し，提案システムの有効性を検討

した。実験の対象とした豚房の位置を図2に斜線で示し，

マイクロフォンアレイの設置位置を i*Jで示す。また，

図6に実験機材配置を示す。音声の収録にはレコーダ

(TASC品 11，DR-680)，アンプ (SONY，PCM-D50) ，コン

デンサマイクロフォン (Panasonic，WM62PC) を使用

した。実験に用いたマイクロフォンは，高周波対応のマ

イクロフォン (Bruel& Kjar， Type 4939-A-Oll) と比較

実験の結果， 20-40kHzの周波数帯域において最大・20

dB程度の低下で収録できることを確認している。サン

Camera 
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プリング周波数は 96kHzとした。また，位置参照用に

Webカメラ (SANWA，CMS-010BK)の画像データを PC
(HP， 6535s) で記録した。Webカメラの解像度は 640x 

480画素であり，角度 1deg.に対する画素数は 12であっ

た。対象とした豚房には生後 43日の豚 11頭が飼養され

ており，舎内温度は平均 27.5
0

Cであった。

4. 結果・考察

図7にマイクロフォンアレイの中央部に設置したカメ

ラで撮影した画像及び音源位置推定法の結果による位置

を示す。図7の中心部からー26.7< 8'AZ < 26.7 [deg.] ， -15 

く 8'EL< 20 [deg.]の範囲が対象豚房である。4つのマイ

クロフォンを用いてくしゃみ音の到来方向を推定し，対

象豚房に対応する範囲内で発されたと推定された音声に

対して提案手法を適応した。くしゃみ音 ・咳音の検出に

は図 5の Mic.1のマイクロフォンの音を使用した。

提案手法におけるエンベロープのプロット間隔を 0.01

s，検出窓幅を 0.5s，オーバーラ ップを0.25sとした。

~旬、

bJ} 
ω 

20 

10 

も0
、凶

qコ

13 o -13 -26 

e~z(deg) 

図7 カメラ撮影映像とマイクロフォンアレイを用いた測定

位置の比較(実際の位置 口，測定位置 0)

(1 )くしゃみ音監視システム

くしゃみ音監視システムのため，データベースとし

て豚のくしゃみ音を含んだ音声 0.5sを使用し，相関度

Cmax = 0.88のときの対象区間をくし ゃみ音として検出

した。正しく検出されたくしゃみ音の推定結果を参照用

画像と照らし合わせ，誤差 3deg. (参照用カメラ画像内

における豚の頭の大きさと同程度)以内のとき，正しい

位置が推定できたとした。

表1に実験結果を示す。対象豚房で発されたと推定さ

れた音声区聞は 20843区間 (10421s) であり， 識別率

は99.9%，くしゃみ音に対する感度は 63.6%であった。

識別率については 99.3%以上であれば，仙名 (2001) が

提案した感染症判定基準に適応可能な精度であるといえ

る。検出することができなかったくしゃみ音は，非常に

音圧レベルが低く，フィルタ処理後はノイズによってエ

表 1 くしゃみ音の識別率及び感度結果

~ (B) 
(A) "-....._ベ?ノ やみ 雑音 合計

くしゃみ (a) 7 (c) 4 11 

雑音 (b) 18 (d) 20814 20832 

(A)実際の音の種類
(B)検出結果による種類

感 度 :a / ( a+c ) 63.6 % 

識別率・(a+d ) / ( a+b+c+d ) 99.9 % 

ンベロープに現れない音であった。また，今回は音源方

向を推定した結果，対象豚房の方向から発された音に対

して提案法を適応した。そのため，対象豚房で発されて

いたにも関わらず，信号対雑音比が高く，豚房の外で発

された雑音の方向を推定した区間に対しては提案法の適

応を行なっていないことから，実際の感度は今回得られ

た結果よりも低い場合があると考えられる。

また，図7のくしゃみ音発生位置の検出結果より，画

像と比較した位置正解率は 85.7%であり，豚 1頭分の誤

差で検出可能であることが示された。位置推定と個体識

別技術を組み合わせることで個体レベルでの くしゃみ

計測が可能となると考えられる。しかし ，図 7を見ても

わかるように，豚同士の距離が非常に近く，時には 2頭

以上が上下に重なった体勢をとることもある。本実験で

はー箇所(豚房頭上)に 4つのマイクロフォンを設置し

たが，豚房に対するマイク配置を複数の角度から行うこ

とで重なりあった体勢においても推定が可能になると考

えられる。

以上より ，提案手法を用いて くしゃみ音の自動検出及

び位置推定を行うことが可能であることが示された。

(2)咳音監視システム

日亥音監視システムのため，データベースとして豚の

咳音を含んだ音声 0.5sを使用した。また，検出する区

間中で最大音圧をとる区間 0.1sに対し 10次の線形予測

分析を行い， 251点からな るスペク トル包絡を求めた。

この際，Dfの設定には別の個体の咳サンプルとの距離

を使用した。相関度丸山 口n皿の設定には仙名 (2001)

の感染症判断基準を満たす Cm阻 =0.94， C'max = 0.94と

した。検出した咳音の位置推定結果を参照用画像と照ら

し合わせ，誤差 3deg. (参照用カメラ画像内における豚

の頭の大きさと同程度以内)のとき，正しい位置が推定

できたとした。

表 2に実験結果を示す。対象豚房で発されたと推定さ

れた音声区聞は 20843区間 (10421s) であり，識別率

は99.6%，咳音に対する感度は 62.5%であった。識別率

については 99.5%以上であるため，現在用いられている

感染症判定基準に適応可能な精度であるといえる。また，

検出感度についても 50%を上回った。このとき，発生

した 7回の連続咳のうち， 6回の連続咳については 1つ

以上の咳を検出することができた。このことからも，提

案手法が感染症モニタリングに有効で、あることが確認で

きた。また，検出した咳音の発生位置推定結果は，位置
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6 川岸卓司・松梨夏季・水谷孝一・若槻尚斗

正解率 75.0%を示した。正確な位置が推定できなかった

咳音に関しては，同時に収録された雑音や，豚房周囲

の柵からの反射音により，正確な伝搬時聞を求めること

ができなかった。今回用いた相互相関法以外の伝搬時間

算出法や，マイクロフォン配置の工夫により，推定結

果を向上させることができると考えられる (M.Silvaら

2008)。

以上より提案手法を用いて咳音の自動検出及び位置推

定を行うことが可能であることが示された。

表 2 咳音の識別率及び感度結果

よ寸J 咳 雑音 i口h、三ロふ1 

咳 (a) 20 (c) 12 32 

雑音 (b) 59 (d) 20752 20811 

(A)実際の音の種類
(B)検出結果による種類

感度:a/( a+c) 62.5% 
識別率:(a+d )/( aゆ+c+d) 99.6% 

5. おわりに

養豚農家において，豚の感染状況を監視することは，

飼育管理の効率化及び被害リスク低減に重要な要素とな

る。

そこで，同一種の離乳豚を対象に豚舎内で発生する豚

の咳・くしゃみ音及び雑音の特徴を解析することで，感

染症判断基準である咳・くしゃみを検出する方法を提案

した。豚の咳・くしゃみ音の発生位置をカメラで撮影し

た画像上に特定することを目的に実験を実施した。その

結果，測定時間中に豚舎からくしゃみ音を検知できる識

別率は 99.9%であり，感度は 63.6%，映像上では 85.7%

で発生音の特定ができることがわかった。また，咳音を

検知できる識別率は 99.6%であり，感度は 62.5%，映像

上では 75.0%で発生音が特定できることがわかった。

上記より，本手法は既存の感染症モニタリング基準を

満たしているため，提案システムが有効で、あると言える。

しかしながら，サンプルを同一種の感染症陰性な離乳豚

のくしゃみ・咳音を使用したため，定常的に発生する咳

(咳反射)ゃくしゃみ音を検出している。このため、実

用にあたっては，豚の種類及び発育ステージ，呼気感染

症の種類による咳・くしゃみ音の変化の影響や，今回の

場所で使用されていなかった養豚機材が使用された場合

などの影響を十分に考慮する必要があると考えられる。
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Takuji KAWAGISHI叫， NatsukiMAτ"SUNASHI*2， Koichi MIZUTANI*3 and Naoto WAKA古田a*3

* 1 Presented at the SASJ Annual Meeting in 2011， Partly presented atJoint Conference on Environmental Engineering 
in Agriculture 2012. 

* 2 Graduate School of Systems and Information Engineering， University ofTsukuba， Tsukuba， Ibaraki 305-8573， Japan 
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Abs釘act

It is important to prevent infectious disease expansion in swine by detecting respiratory仕actinfections in early 

stage. Counting sneezing and cough is conventionally used to detect the disease. In仕lIspape巳wepropose the auto-

matic monitoring system of swine sneezing and cough using a microphone-array， which achieves an automated rec-

ognition and localization procedure for swine in weaning period cough and sneezing sounds. To realize this system， it 

must be achieved that a swine cough and sneezing sound are detected successfully in spite of many noises in swine 

house.τbe noises cause detection errors in the system. A technique using a high-pass filter has been found effective 

to detect the sneezing that includes frequency component of over 30 kHz企equencycomponents than noises. Another 

technique using a band司passfilter has been found effective to detect the cough that includes frequency component in 

the range of 10 -20 (kHz).百lesedetection techniques and a localization technique based on the time difference of 

arrival are evaluated in experiment.τbe obtained results suggest that the proposed t疋chniqueworked with sufficient 

accuracy.τbe correct discrimination rate for sneezing was 99.9 % and correct location estimation rate for detected 

sneezing was 85.7 %. The corr，巴ctdiscrimination rate of cough was 99.6 %如dcorrect location estimation rate for de-

tected cough was 75.0 %.τbese accuracies were enough to achieve automated recognition and localization procedure 

for swine cough and sneezing sounds. 

Keywords: pig， swine， monitoring system， sneezing， cough， respiratory disease， location estimation. 
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