柔軟な指向性パターンを有する帽子型補聴システム
Hat-type hearing aid system with high flexibility of sound directivity pattern
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概要：ビームフォーミング機能が搭載された補聴器を実際に使用するにあたり，状況に合わせて指向性を変更するこ
とが求められる．一般的に多数のマイクロホンを用いれば指向性の自由度が向上するが，従来の補聴器に多数のマイ
クロホンを装着するのは困難である．そこで本研究では 1 bit 出力の小型 MEMS マイクロホンと，マイクロホンを実
装する面積が確保可能な帽子を用いることにより，多数のマイクロホンを用いた補聴システムを作成し，柔軟な指向
性パターンを実現した．
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1. ま え が き
多数の人が会話している環境下において，目的とする
呍
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る．この空間的な音の弁別能力を支援する研究のひとつ

呍
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声を聞き分けることができる能力が人間には備わってい

Output signal switched
by clock for mixture data

として，リアルタイムでビームフォーミングを行う補聴
器の研究が行われている [1]．実際にそのような補聴器を
使用することを想定すると，状況に合わせて指向性を変

Microphone signal sampled by
clock for MEMS microphones

図–1

1 bit 信号のみで行う遅延和アレイ法

更することが求められる．従来の補聴器は，少数のマイ
クロホンを用いて信号処理を行っているが，一般に多数

と表される．ただし，τ は入射波の到来時間である．こ

のマイクロホンを用いれば様々な指向性を実現すること

こから FPGA を用いて遅延させた信号は ym [i − km ] と

ができる．そこで，小型 MEMS マイクロホンと，実装

なる．サンプリング周波数 fs を M 倍したクロックを用

面積が確保可能な帽子を用いることで，多数のマイクロ

意し，順次クロックの立ち上がりで各マイクロホン信号

ホンを用いた補聴システムを作成した．

を順番に出力することにより，各マイクロホン信号を混

本研究室では，高速 1 bit 信号を用いた多チャンネル

合した．次の MEMS マイクロホンのクロックが立ち上

ビームフォーミングの研究が行われてきた [2]．これによ

がると，MEMS マイクロホンアレイから新たな信号が

り，遅延和処理のみでも高い空間分解能を実現した．1

出力され，再び 1 個目のマイクロホンから順番に出力す

bit 信号のまま遅延和処理を行うことができれば，さらに

る．このようにサンプリング周波数を高速化した上で 1

単純な回路で様々な指向性を実現することが期待できる．

bit 信号の並び替えを行うことで 1 bit 信号のみで遅延和

本研究では，1 bit 信号出力の MEMS マイクロホンと

FPGA を用いて，1 bit 信号のまま遅延和処理を行うこ
とで，指向性を自由に選択できる帽子型補聴システムを

アレイ法を可能にした．

3. 提案システム
柔軟な指向性パターンを有する帽子型補聴システムを

提案した．

図–2 に，外装を図–3 に示す．信号の処理手順としては，

2. 1 bit 信号のみで行う遅延和アレイ法

帽子のつば上の同一平面上に 1.3 cm 間隔に 48 個配置し

本研究では，従来の遅延和アレイ法を応用し，1 bit 信

た MEMS マイクロホンによって収音し，サンプリング

号のみで遅延和アレイ法を行う．

周波数 3.125 MHz の 1 bit のデジタル信号に変換する．

概要を図–1 に示す．サンプリング周波数 fs のマイク

その信号をマイクロホン毎に，それぞれ FPGA のピンに

ロホンを M 個用いて信号処理を行うものとする．ある

送り，FPGA の中で 1 bit 信号のまま遅延和処理を施す．

サンプル時間 i のときの m 番目のマイクロホンの 1 bit

最後に，FPGA から出力した混合 1 bit 信号をアナログ

出力信号を ym [i] とおくと，遅延させるべきサンプル数

信号に変換し，音として出力している．また，Android

km は

アプリから XBee，Arduino Fio を介して FPGA に 6 bit

km = τm ∗ fs

(1)

の制御信号を与えることで，設定する遅延させるべき時
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帽子型補聴システム
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帽子型補聴システム外装
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間と使用するマイクロホンを変更し，指向性を切り替え
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4. 提案システムのインパルス応答測定
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ることができる．
図–6

使用マイクロホンの限定による指向性の設計

様々な指向性を設計することを考慮すると，各マイク
ロホンの特性と装着者の影響を知ることが不可欠である．
そこで，マイクロホンアレイを 3◦ ずつ回転させ，各マ
イクロホンのインパルス応答を測定した．マイクロホン
は正面左寄りのマイクロホンから反時計回りに番号を定
義した．また，(a) 未装着時，(b) 頭部に装着時，(c) 帽
子に装着時について測定を行った．
図–4，図–5 に，スピーカが正面にあるときの各マイク
ロホンのインパルス応答と周波数特性を示す．マイクロ
ホンを等間隔に設置しているので，回折の音は等時間差
になる．その影響で図–4(b)，(c) の後ろ半分のマイクロ
ホンの音の到来時間が直線的に変化した．周波数特性か

図–6(a), (b) にそれぞれ示す．どちらについても，使用
するマイクロホンを 24 個に絞ればセンシティビティレ
ンジ (最大最小レベル差) を 5 dB 程度大きくできること
がわかった．
ここで得られた指向性を FPGA に実装し，Android の
アプリケーションで指向性を選択可能にした．アプリ上
の画面でひとつの方向を選択すると，XBee と Arduino

Fio を経由し FPGA に制御信号が送られ，指向性を切り
替えることができる．今後の展望として，複数の方向を
選択することで，複数の方向の音を強調できるシステム
の実現が望まれる．

ら，スピーカと反対側にあるマイクロホンで収音した 10

kHz 以上の音に対して，指向性制御ができないというこ

6. む す び

とがわかった．これより，装着者の影響を考慮して遅延

本研究では，柔軟な指向性パターンを有する帽子型補

和処理を行う場合，遅延させるべき時間を適切に設定す

聴システムを提案した．また測定したインパルス応答を

ることや，使用するマイクロホンを限定することが求め

用いて遅延させるべき時間の再設定と使用マイクロホン

られる．

の限定を行うことで指向性を設計した．

5. 指向性の設計と実装
測定したインパルス応答を用いて遅延させるべき時間
を設定し、使用するマイクロホンの数を変動させること
で，指向性の設計を行った．48 個すべてのマイクロホン
を使用する場合と音源と同方向のマイクロホンを 24 個
使用する場合で比較した．帽子装着時に設計した指向性
を，指向性の方向が正面のときと右 45◦ のときについて

今後は，映像情報などを用いて指向性決定の自動化を
目指す．
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