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概要：多数の人が会話する環境下では，補聴器に指向性をつければコミュニケーションがより円滑になることが期待

できる．ある方向の音を強調する手法としてビームフォーミングが知られているが，マイクロホンアレイは面積を要

するので耳の近くに装着するのは困難である．そこで，小型なMEMSマイクロホンと，マイクロホンアレイを装着

できる面積を確保できる帽子を用いれば，多数のマイクロホンを並べられる．本研究では，MEMSマイクロホンアレ

イを用いてビームフォーミングを行う帽子型補聴システムを提案した．この提案システムの指向性特性実験と，実環

境下での性能評価を行った．結果，前方の音が強調され，側面，後方の音が減衰していることを示した．
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1. ま え が き

多数の人が会話している環境下で特定の人とだけ会話

する場合など，ある方向の音のみを強調することによっ

て，コミュニケーションがより円滑になることが期待でき

る．特定の方向から来る音を強調する手法として，ビー

ムフォーミングが知られている [1]．これは，複数のマイ

クロホンを用いて行われるが，面積を要するので，耳の

近くに装着することは困難である．そこで，小型である

MEMS マイクロホンと，マイクを実装する面積を確保

しやすい帽子を用いれば，多くのマイクロホンを並べる

ことが可能となる．一方，ビームフォーミングの空間分

解能を上げるためには高い標本化周波数をもつ信号が必

要である．本研究室では，高い標本化周波数をもつ高速

1 bit信号を用いた多チャンネルビームフォーミングの研

究が行われてきた [2]．これにより，遅延和処理のみでも

高い空間分解能を得ることができる．

本研究では，1 bit 出力をもつマイクロホンを用いた

マイクロホンアレイによってビームフォーミングを行い，

特定の方向の音を強調できる帽子型補聴システムを提案

する．

2. 遅延和アレイ法

図–1 に遅延和アレイ法の概要を示す．遅延和アレイ

法は，各マイクロホンで観測された音を，マイクロホン

ごとにそれぞれ遅延を調整した上で加算することにより

時間の同期をとる手法である．ある方向から平面波 s(t)

が到来していると仮定し，その方向の音だけを強調する

ことを考える．m 番目のマイクにて観測される入射波

zm(t) に，次式で示す遅延 τm が生じているものとする

と，zm(t)は

zm(t) = s (t− τm) (1)

Σ

図–1 遅延和アレイ法

となる．この入射波の時間遅れ τm だけ時間を進ませる

ことにより，すべてのチャンネルで信号 s(t)の位相がそ

ろい，図–1 に示したある方向から来る音 s(t) は強調さ

れ，他の方向から到来する音は減衰する．δ(・)をディラッ

クのデルタ関数，全チャンネルに対しての遅延時間を τ0

とすると，時間遅れを補正するフィルタ wm(t)は

wm(t) =
1

M
σ (t− τ0 + τm) (2)

と表される [3]．この手法を用いることにより，ある特定

の方向の音だけを強調することができる．

3. 帽子型補聴システム

帽子型補聴システムを図–2 に示す．まず，ある方向

から到来した音を，1.3 cm 間隔で設置した MEMS マ

イクロホンアレイによって収音して，1 bit のデジタル

信号に変換する．その信号をマイクロホン毎に，それ

ぞれ FPGA の違うピンに送り，FPGA の中で遅延和

を求めた．FPGA は ALTERA 製 FPGA CYCLONE

(EP1C3T100C8N)を用いた．遅延和を求める際に，23

個の 1 bitのデータをすべて加算して出力するため，0か

ら 23 のどれかの値になることから，出力の信号のビッ



図–2 帽子型補聴システム
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図–3 帽子型補聴システムの指向性

ト幅は 5 bitにした．最後に，FPGAから出力した信号

をラダー回路を用いてアナログ信号に変換し，アンプで

増幅し，音として出力している．

4. 指向性測定

作成した補聴システムを用いて，指向性特性を測定し

た．帽子の中央を中心とした半径 0.5 mの円周上の等間

隔な 24点にスピーカを設置し，それぞれの場所でスピー

カから 300 Hz～3400 Hz のバンドノイズを出した．観

測された信号を周波数領域に変換したものを 300 Hz～

3400 Hzの範囲で積分し，サンプル数で割った値を比較

し，指向性を測定した．

図–3に，測定された指向性特性を示す．このグラフで

は，最大値を 0 dBとしている．図–3から，前方の音が

強調されて，それ以外の音が減衰していることが分かる．

また，背面よりも側面からの音の方が減衰しているとい

うことが分かった．

5. 実環境下での性能評価

作成した補聴システムを用いて，実環境下での性能評
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図–4 音声 A を再生したとき
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図–5 音声 B を再生したとき
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図–6 音声 A と音声 B を

再生したとき
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図–7 BF 後の音声 A と

音声 B を再生したとき

価を行った．帽子の中央から半径 0.5 mの円周上の 0 °

と左 90 °のところにスピーカを置き，それぞれのスピー

カから音声 A，音声 Bを出した．ビームフォーミングす

る前の音声 A だけを出したとき，音声 Bだけを出した

ときと，音声 A と音声 B を同時に出したときと，ビー

ムフォーミングした後の音声 A と音声 B を同時に出し

たときを録音した．

図–4，図–5，図–6，図–7にそれぞれのスペクトログラ

ムを示す．図–6 は，ビームフォーミング前の音声 A と

音声 B を同時に再生したときの結果で，図–4，図–5 に

見られる音声 Aと音声 Bの成分がそれぞれ確認できる．

図–7 はビームフォーミング後の結果で，音声 B の高調

波が減衰していることがわかる．

6. む す び

MEMS マイクロホンアレイを用いた帽子型補聴シス

テムを作成した．帽子の前面に装着したマイクロホンア

レイでビームフォーミングを行うことにより，前方への

指向性を実現した．このシステムを用いて，指向性の測

定を行ったところ，前方の音が強調され，側面背面の音

が減衰した．特に側面は，背面よりも減衰しているのが

見られた．また，実環境下での性能評価については，音

声の高調波の減衰が確認できた．今後は，装着者による

音の反射を考慮した処理を導入する所存である．
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