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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主観的に表現され、音響信号に対する制御に関連する選択肢を提示する提示制御部と、
　上記提示された選択肢から選択された所定の選択肢を出力する出力部とを備え、
　上記提示制御部は、
　上記選択された選択肢あるいは処理対象の音響信号の特徴量に応じて、上記提示する選
択肢の表示態様を変更する
　信号処理装置。
【請求項２】
　上記提示される選択肢は、
　解消すべき主観的感覚および／または主観的要求である
　請求項１に記載の信号処理装置。
【請求項３】
　事前に測定された個別パラメータ、上記選択された所定の選択肢および処理対象の音響
信号の特徴量に基づいて、該処理対象の音響信号を調整する調整パラメータを算出する算
出部をさらに備える
　請求項１に記載の信号処理装置。
【請求項４】
　上記個別パラメータは、聴覚特性を示すパラメータである
　請求項３に記載の信号処理装置。
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【請求項５】
　上記個別パラメータは、マイクロホンおよび／またはスピーカの特性を示すパラメータ
である
　請求項３に記載の信号処理装置。
【請求項６】
　主観的に表現され、音響信号に対する制御に関連する選択肢を提示する表示制御ステッ
プと、
　上記提示された選択肢から選択された所定の選択肢を出力する出力ステップとを有し、
　上記提示制御ステップでは、
　上記選択された選択肢あるいは処理対象の音響信号の特徴量に応じて、上記提示する選
択肢の表示態様を変更する
　信号処理方法。
【請求項７】
　主観的に表現され、音響信号に対する制御に関連する選択肢を提示する表示制御ステッ
プと、
　上記提示された選択肢から選択された所定の選択肢を出力する出力ステップとを有し、
　上記提示制御ステップでは、
　上記選択された選択肢あるいは処理対象の音響信号の特徴量に応じて、上記提示する選
択肢の表示態様を変更する
　信号処理方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項８】
　事前に測定された個別パラメータ、主観的に表現され、提示された音響信号に対する制
御に関連する選択肢から選択された所定の選択肢および処理対象の音響信号の特徴量に基
づいて算出された調整パラメータを取得する取得部と、
　上記取得された調整パラメータに基づいて、上記処理対象の音響信号を調整する信号処
理部とを備え、
　上記信号処理部は、
　上記調整パラメータを蓄積する第１のバッファおよび第２のバッファを有し、
　一方のバッファに蓄積されている上記調整パラメータの使用状態で上記取得部により上
記調整パラメータが取得されるとき、該取得された調整パラメータを他方のバッファに蓄
積した後に該他方のバッファに蓄積されている上記調整パラメータの使用状態に切り替え
る
　信号処理装置。
【請求項９】
　事前に測定された個別パラメータ、主観的に表現され、提示された音響信号に対する制
御に関連する選択肢から選択された所定の選択肢および処理対象の音響信号の特徴量に基
づいて算出された調整パラメータを取得する取得部と、
　上記取得された調整パラメータに基づいて、上記処理対象の音響信号を調整する信号処
理部とを備え、
　上記信号処理部は、
　上記調整パラメータを蓄積するバッファを有し、
　上記バッファに蓄積されている上記調整パラメータの使用状態で上記取得部により上記
調整パラメータが取得されるとき、上記調整された音響信号の出力をミュートし、該取得
された調整パラメータを上記バッファに蓄積した後に該ミュートを解除する
　信号処理装置。
【請求項１０】
　上記処理対象の音響信号を解析して、該音響信号の特徴量を算出する解析部をさらに備
える
　請求項８または請求項９に記載の信号処理装置。
【請求項１１】
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　上記調整パラメータを算出する算出部をさらに備える
　請求項８または請求項９に記載の信号処理装置。
【請求項１２】
　事前に測定された個別パラメータ、主観的に表現され、提示された音響信号に対する制
御に関連する選択肢から選択された所定の選択肢および処理対象の音響信号の特徴量に基
づいて算出された調整パラメータを取得する取得ステップと、
　上記取得された調整パラメータに基づいて、上記処理対象の音響信号を調整する信号処
理ステップとを有し、
　上記信号処理ステップでは、
　上記調整パラメータを蓄積する第１のバッファおよび第２のバッファの一方のバッファ
に蓄積されている上記調整パラメータの使用状態で上記取得ステップにより上記調整パラ
メータが取得されるとき、該取得された調整パラメータを上記第１のバッファおよび第２
のバッファの他方のバッファに蓄積した後に該他方のバッファに蓄積されている上記調整
パラメータの使用状態に切り替える
　信号処理方法。
【請求項１３】
　事前に測定された個別パラメータ、主観的に表現され、提示された音響信号に対する制
御に関連する選択肢から選択された所定の選択肢および処理対象の音響信号の特徴量に基
づいて算出された調整パラメータを取得する取得ステップと、
　上記取得された調整パラメータに基づいて、上記処理対象の音響信号を調整する信号処
理ステップとを有し、
　上記信号処理ステップでは、
　上記調整パラメータを蓄積するバッファに蓄積されている上記調整パラメータの使用状
態で上記取得ステップにより上記調整パラメータが取得されるとき、上記調整された音響
信号の出力をミュートし、該取得された調整パラメータを上記バッファに蓄積した後に該
ミュートを解除する
　信号処理方法。
【請求項１４】
　主観的に表現され、音響信号に対する制御に関する選択肢を提示する提示制御部と、
　事前に測定された個別パラメータと、上記提示された選択肢から選択された所定の選択
肢と、処理対象の音響信号の特徴量に基づいて、該処理対象の音響信号を調整する調整パ
ラメータを算出する算出部と、
　上記算出された調整パラメータに基づいて、上記処理対象の音響信号を調整する信号処
理部と、
　上記調整された音響信号を出力する出力部とを備え、
　上記提示制御部は、
　上記選択された選択肢あるいは処理対象の音響信号の特徴量に応じて、上記提示する選
択肢の表示態様を変更する
　信号処理システム。
【請求項１５】
　第１の信号処理系および第２の信号処理系を持ち、
　上記第１の信号処理系および第２の信号処理系のそれぞれは、
　音声入力部と、
　上記音声入力部より入力された音声から、主観的に表現され、音響信号に対する制御に
関連するコマンドを取得する取得部と、
　事前に測定された個別パラメータと、上記取得されたコマンドと、処理対象の音響信号
の特徴量に基づいて、該処理対象の音響信号を調整する調整パラメータを算出する算出部
と、
　上記算出された調整パラメータに基づいて、上記処理対象の音響信号を調整する信号処
理部とを備え、
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　一方の処理系は、上記音声入力部に入力された音声を他方の処理系に送信し、該他方の
処理系からコマンドを受信する
　信号処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、信号処理装置、信号処理方法、プログラム、信号処理システムおよび通信端
末に関する。特に、本技術は、マイクロホンで収音されて得られた、あるいは再生された
音響信号の音質、音量などを調整するための信号処理装置等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、音を再生する装置においては、音量のみでなく、再生音にエフェクト処理、例え
ば、音色調整やパラメトリックイコライザ等の音質調整処理、残響付加処理等を施すこと
で、使用者好みの音で出力する手段が提供されてきた。これらの調整方法は、パラメトリ
ックイコライザ等では、周波数を数十の帯域に分割し、帯域毎にゲインを調整する方法や
、予め設定されたエフェクト処理名、例えば、スタジオや、ライブ等、で選択肢が提示さ
れ、使用者が選択したエフェクト処理名に応じて、予め設定されていたエフェクト処理の
パラメータを記憶部より読み込む方法等であった。
【０００３】
　音にある程度詳しい使用者においては、自分好みの音にするために必要な操作、例えば
、パラメトリックイコライザであれば、どの周波数帯域のパラメータをどのように操作す
れば自分好みの音に変化するか等を判断でき、この操作パラメータが細分化されている程
、微調整が可能である。しかし、使用者が音を調整するための知識を有しない場合、どの
ように調整すれば好みの音になるかを判断することが困難な場合があった。
【０００４】
　そのため、音を再生する装置やプログラムでは、予め調整されたエフェクト処理群に、
エフェクト効果の印象に応じた名前（以下、エフェクト名）、例えば、ホールやスタジア
ム等、で数種用意されており、その中から選択し、更に場合によっては、効果の強弱を調
整することで好みの音に調整しやすい様に工夫されてきた。
【０００５】
　しかし、上述のエフェクト名は必ずしも使用者の主観と一意に対応していないため、使
用者は、音を聞いた印象から、選択するエフェクト名を判断する必要が有り、その際にあ
る程度の知識と経験、例えば、音がキンキンするから、キンキンしないように調整したい
場合、キンキンの原因が何なのかを判断する知識と、過去の経験から最適なエフェクトを
選択する等、が必要となる。
【０００６】
　従来、対話型進化計算法と遺伝アルゴリズムを用いた方法により、主観的感覚に応じた
音質調整の方法も検討されており、例えば、非特許文献１において、一定の効果が有るこ
とが実験により報告されている。しかし、この方法は、事前に決定された音を使用者に聞
かせ、その評価を得ることで調整パラメータを算出しており、ユーザが、聞いている音に
対する主観で調整することは困難であった。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】「対話型進化計算を用いた補聴器フィッティングにおける評価基準の変
化に対応する評価値推論法の検証」、22nd Fuzzy System Symposium (Sapporo, Sept. 6-
8, 2006)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
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　本技術の目的は、ユーザが、マイクロホンで収音されて得られた、あるいは再生された
音響信号の調整を主観で行うことを可能とすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本技術の概念は、
　主観的に表現され、音響信号に対する制御に関連する選択肢を提示する提示制御部と、
　上記提示された選択肢から選択された所定の選択肢を出力する出力部とを備える
　信号処理装置にある。
【００１０】
　本技術において、提示制御部により、音響信号に対する制御に関連する選択肢が提示さ
れる。この選択肢の提示は、視覚的な提示あるいは聴覚的な提示のいずれであってもよい
。例えば、提示される選択肢は、解消すべき主観的感覚および／または主観的要求であっ
てもよい。出力部により、提示された選択肢から選択された所定の選択肢が出力される。
この場合、出力される所定の選択肢は、自身の信号処理装置内、あるいは外部機器で用い
られる。
【００１１】
　このように本技術においては、ユーザは聞いている音に対する主観に対応した所定の選
択肢の選択が可能となり、その所定の選択肢を出力させることができる。つまり、ユーザ
は、音（音量、音質など）の調整を、音に対する主観的感覚で行うことが可能となる。
【００１２】
　なお、本技術において、例えば、提示制御部は、選択された選択肢あるいは処理対象の
音響信号の特徴量に応じて、提示する選択肢の表示態様を変更する、ようにされてもよい
。これにより、ユーザは、選択肢の選択による音の調整をより適切かつ効率的に行うこと
が可能となる。
【００１３】
　また、本技術において、例えば、事前に測定された個別パラメータ、選択された所定の
選択肢および処理対象の音響信号の特徴量に基づいて、この処理対象の音響信号を調整す
る調整パラメータを算出する算出部をさらに備える、ようにされてもよい。例えば、個別
パラメータは、聴覚特性を示すパラメータとされる。また、例えば、個別パラメータは、
マイクロホンおよび／またはスピーカの特性を示すパラメータとされる。この場合、例え
ば、処理対象の音響信号を調整する処理が外部機器で行われる場合、外部機器において調
整パラメータを算出する処理が不要となり、外部機器の処理負荷を軽減可能となる。
【００１４】
　また、本技術の他の概念は、
　事前に測定された個別パラメータと、主観的に表現され、提示された音響信号に対する
制御に関連する選択肢から選択された所定の選択肢と、処理対象の音響信号の特徴量に基
づいて算出された調整パラメータを取得する取得部と、
　上記取得された調整パラメータに基づいて、上記処理対象の音響信号を調整する信号処
理部とを備える
　信号処理装置にある。
【００１５】
　本技術において、取得部により、調整パラメータが取得される。この調整パラメータは
、事前に測定された個別パラメータと、主観的に表現され、提示された音響信号に対する
制御に関連する選択肢から選択された所定の選択肢と、処理対象の音響信号の特徴量に基
づいて算出されたものである。そして、信号処理部により、取得された調整パラメータに
基づいて処理対象の音響信号が調整される。
【００１６】
　このように本技術においては、ユーザが選択した主観的表現の所定の選択肢が反映され
た調整パラメータに基づいて音響信号の調整が行われる。したがって、ユーザは、音（音
量、音質など）の調整を、音に対する主観的感覚で行うことが可能となる。
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【００１７】
　なお、本技術において、例えば、信号処理部は、調整パラメータを蓄積する第１のバッ
ファおよび第２のバッファを有し、一方のバッファに蓄積されている調整パラメータの使
用状態で取得部により調整パラメータが取得されるとき、この取得された調整パラメータ
を他方のバッファに蓄積した後にこの他方のバッファに蓄積されている調整パラメータの
使用状態に切り替える、ようにされてもよい。この場合、音響信号に対する調整処理の停
止を回避でき、音の途切れを防止できる。
【００１８】
　また、本技術において、例えば、信号処理部は、調整パラメータを蓄積するバッファを
有し、バッファに蓄積されている調整パラメータの使用状態で取得部により調整パラメー
タが取得されるとき、調整された音響信号の出力をミュートし、この取得された調整パラ
メータをバッファに蓄積した後にこのミュートを解除する、ようにされてもよい。この場
合、調整パラメータの切り替え時の異音の発生を防止でき、また、音の途切れによりユー
ザに調整パラメータの切り替えがあったことをアピールできる。
【００１９】
　また、本技術において、例えば、処理対象の音響信号を解析して、この音響信号の特徴
量を算出する解析部をさらに備える、ようにされてもよい。また、本技術において、例え
ば、調整パラメータを算出する算出部をさらに備える、ようにされてもよい。
【００２０】
　また、本技術のさらに他の概念は、
　音声入力部と、
　上記音声入力部より入力された音声から、主観的に表現され、音響信号に対する制御に
関連するコマンドを取得する取得部と、
　事前に測定された個別パラメータと、上記取得されたコマンドと、処理対象の音響信号
の特徴量に基づいて、該処理対象の音響信号を調整する調整パラメータを算出する算出部
と、
　上記算出された調整パラメータに基づいて、上記処理対象の音響信号を調整する信号処
理部とを備える
　信号処理装置にある。
【００２１】
　本技術において、音声入力部が備えられている。例えば、この音声入力部は、処理対象
の音響信号を得るためのマイクロホンを用いて構成されてもよい。取得部により、音声入
力部より入力された音声から、主観的に表現され、音響信号に対する制御に関連するコマ
ンドが取得される。
【００２２】
　また、算出部により、事前に測定された個別パラメータと、取得されたコマンドと、処
理対象の音響信号の特徴量に基づいて、この処理対象の音響信号を調整する調整パラメー
タが算出される。そして、信号処理部により、この算出された調整パラメータに基づいて
、処理対象の音響信号が調整される。
【００２３】
　このように本技術においては、ユーザは、主観的コマンドを音声により入力することが
可能となる。また、この主観的コマンドが反映された調整パラメータに基づいて音響信号
の調整が行われる。したがって、ユーザは、音（音量、音質など）の調整を、音に対する
主観的感覚で行うことが可能となる。
【００２４】
　なお、本技術において、例えば、音声入力部、コマンド取得部、算出部、信号処理部を
それぞれ有する第１の信号処理系および第２の信号処理系を持ち、一方の処理系は、音声
入力部に入力された音声を他方の処理系に送信し、この他方の処理系からコマンドを受信
する、ようにされてもよい。この場合、２つの信号処理系で重複してコマンド取得を行う
ことが回避され、処理負荷の軽減、消費電力の低減を図ることが可能となる。
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【００２５】
　また、本技術の別の概念は、
　主観的に表現され、音響信号に対する制御に関連する選択肢を提示する提示制御部と、
　上記提示された選択肢から選択された所定の選択肢に対応したコマンドを出力するコマ
ンド出力部と、
　上記出力されたコマンドを通信相手に送信する送信部とを備える
　通信端末にある。
【００２６】
　本技術において、提示制御部により、音響信号に対する制御に関連する選択肢が提示さ
れる。この選択肢の提示は、視覚的な提示あるいは聴覚的な提示のいずれであってもよい
。例えば、提示される選択肢は、解消すべき主観的感覚および／または主観的要求であっ
てもよい。コマンド出力部により、提示された選択肢から選択された所定の選択肢に対応
したコマンドが出力される。そして、送信部により、このコマンドが通信相手に送信され
る。
【００２７】
　このように本技術においては、通信端末のユーザは、通信相手からの受信音に対する主
観に対応した所定の選択肢の選択が可能となり、その所定の選択肢に対応したコマンドを
通信相手に送ることができる。ユーザは、通信相手から送られてくる音（音量、音質など
）の調整指示を、音に対する主観的感覚で行うことが可能となる。この場合、コマンドを
解釈するのが通信相手であるため、通信相手の機器特性や、備わっている信号処理が未知
でも、音調整のコマンドを送ることができる。また、この場合、通信相手が音調整を行う
ので、ノイズ抑圧処理等をエンコード前に行えるなど効果的に処理できる。
【００２８】
　なお、本技術は、例えば、通信相手から音響信号を受信する受信部と、少なくともコマ
ンド出力部から出力されたコマンドに基づいて、調整パラメータを算出するパラメータ算
出部と、算出された調整パラメータに基づいて、受信された音響信号を調整する信号処理
部とをさらに備える、ようにされてよい。例えば、調整パラメータを算出する際に、さら
に、事前に測定された個別パラメータ（聴覚特性を示すパラメータ、マイクロホンやスピ
ーカの特性を示すパラメータなど）、あるいは処理対象の音響信号の特徴量を参照するこ
とも考えられる。
【００２９】
　また、本技術のさらに別の概念は、
　通信相手から、主観的に表現され、音響信号に対する制御に関連する所定の選択肢に対
応したコマンドを受信する受信部と、
　音響信号を入力する音響信号入力部と、
　少なくとも上記受信されたコマンドに基づいて、調整パラメータを算出する調整パラメ
ータ算出部と、
　上記算出された調整パラメータに基づいて、上記入力された音響信号を調整する信号処
理部と、
　上記調整された音響信号を上記通信相手に送信する送信部とを備える
　通信端末にある。
【発明の効果】
【００３０】
　本技術によれば、ユーザが、マイクロホンで収音されて得られた、あるいは再生された
音響信号の調整を主観で行うことを可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】第１の実施の形態としての補聴器システムの構成例を示す図である。
【図２】補聴器およびリモコンの構成例を示すブロック図である。
【図３】リモコンの処理の流れを示すフローチャートである。
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【図４】補聴器の処理の流れを示すフローチャートである。
【図５】補聴器システムの他の構成例を示す図である。
【図６】補聴器における処理対象の音声信号の特徴量に応じて、リモコンの表示部に提示
（表示）される選択肢の文字の大きさが変更される例を示す図である。
【図７】補聴器における処理対象の音声信号の特徴量に応じて、リモコンの表示部に提示
（表示）される選択肢の表示色が変更される例を示す図である。
【図８】選択された選択肢に応じて、リモコンの表示部に提示（表示）される選択肢が変
更される例を示す図である。
【図９】選択された選択肢に応じて、リモコンの表示部に提示（表示）される選択肢が変
更される例を示す図である。
【図１０】リモコンの表示部に提示（表示）される選択肢の主観的表現が主観的要求であ
る例を示す図である。
【図１１】補聴器およびリモコンの他の構成例を示すブロック図である。
【図１２】主観的感覚および主観的要求の表現となり得る音に対する主観的表現の一例を
示す図である。
【図１３】リモコンの処理の流れを示すフローチャートである。
【図１４】補聴器の処理の流れを示すフローチャートである。
【図１５】第２の実施の形態としてのＴＶシステムの構成例を示す図である。
【図１６】テレビ受信機およびリモコンの構成例を示すブロック図である。
【図１７】クラウド上のサーバ装置内のスピーカ特性記録部内に保持されているスピーカ
特性を利用することを説明するための図である。
【図１８】第３の実施の形態としての補聴器を示す図である。
【図１９】補聴器の構成例を示すブロック図である。
【図２０】補聴器の処理の流れを示すフローチャートである。
【図２１】第４の実施の形態としての補聴器を示す図である。
【図２２】補聴器の構成例を示すブロック図である。
【図２３】補聴器の処理の流れを示すフローチャートである。
【図２４】第５の実施の形態としての通信システムの構成例を示す図である。
【図２５】携帯電話の構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、発明を実施するための形態（以下、「実施の形態」とする）について説明する。
なお、説明は以下の順序で行う。
　１．第１の実施の形態
　２．第２の実施の形態
　３．第３の実施の形態
　４．第４の実施の形態
　５．第５の実施の形態
　６．変形例
【００３３】
　＜１．第１の実施の形態＞
　［補聴器システムの構成］
　図１は、第１の実施の形態としての補聴器システム１０の構成例を示している。この補
聴器システム１０は、一対の補聴器１１０Ｌ，１１０Ｒと、この補聴器１１０Ｌ，１１０
Ｒを調整するリモートコントローラ（以下、「リモコン」という）１５０とにより構成さ
れている。
【００３４】
　補聴器１１０Ｌ，１１０Ｒとリモコン１５０は、無線通信による相互通信が可能とされ
ている。なお、他の方法による相互通信、例えば、磁気による通信や、聞こえない音域で
の通信で有ってもよいことは言うまでもない。また、リモコン１５０は、ボタン式のリモ
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コンで有っても良いし、タッチパネル式のリモコンで、提示されるボタンが後述するよう
に動的に変化するような工夫があってよいし、プログラムとして通信手段を持つ他の機器
、例えば、携帯端末やタブレット端末等、へインストールされて提示させてもよいことは
言うまでもない。
【００３５】
　リモコン１５０による補聴器１１０Ｌ，１１０Ｒの調整は、ユーザ（使用者）が補聴器
１１０Ｌ，１１０Ｒを装用した状態で行う。聞こえてくる周囲の音の印象から気になる項
目を選択、例えば、演劇を観賞している時に、きんきん聞こえる場合には、「きんきんす
る」ボタンを選択等すると、選択された項目の情報が、補聴器１１０Ｌ，１１０Ｒに送信
され、音の調整が行われる。
【００３６】
　図２（ｂ）は、リモコン１５０の構成例を示している。このリモコン１５０は、制御部
１５１と、ユーザ操作部１５２と、表示部１５３と、入力受付部１５４と、コマンド変換
部１５５と、リモコン送信部１５６と、アンテナ１５７を有している。
【００３７】
　制御部１５１は、ＣＰＵを備え、リモコン１５０の各部の動作を制御する。ユーザ操作
部１５２および表示部１５３は、ユーザインタフェースを構成している。ユーザ操作部１
５２は、ユーザが種々の操作を行う部分であり、例えばボタンあるいはタッチパネルなど
により構成される。表示部１５３は、例えば、液晶表示器などにより構成される。この表
示部１５３には、操作状態の表示などの他、補聴器１１０の音調整を行う際には、主観的
に表現され、音声信号に対する制御に関連する選択肢（図１のリモコン１５０に提示され
ている「大きすぎる」、「小さすぎる」、「きんきんする」など）が提示（表示）される
。
【００３８】
　入力受付部１５４は、ユーザ（使用者）が選択した選択肢の情報、例えば、選択された
選択肢のＩＤなどを制御部１５１から受け取る。なお、入力受付部１５４は、制御部１５
１と一体であってもよい。コマンド変換部１５５は、入力受付部１５４で受け取られた情
報を、それに結びつけられたコマンドに変換する。例えば、選択肢「キンキンする」のＩ
Ｄが送られてきた場合に、そのＩＤから「キンキンする」を意味するコマンドに変換する
。リモコン送信部１５６は、コマンド変換部１５５で変換されたコマンドに対して、伝送
するための処理を施し、このコマンドを含む送信情報を生成し、アンテナ１５７から、補
聴器１１０（１１０Ｌ，１１０Ｒ）に送信する。
【００３９】
　図２（ａ）は、補聴器１１０（１１０Ｌ，１１０Ｒ）の構成例を示している。補聴器１
１０は、マイクロホン１１１－１，１１１－２と、Ａ／Ｄ変換器（ＡＤＣ）１１２－１，
１１２－２と、信号処理部１１３と、Ｄ／Ａ変換器（ＤＡＣ）１１４と、音量調整部１１
５と、スピーカ１１６を有している。また、補聴器１１０は、音声解析部１１７と、一時
記録部１１８と、聴覚特性記録部１１９と、調整パラメータ計算部１２０と、アンテナ１
２１と、補聴器受信部１２２を有している。
【００４０】
　マイクロホン１１１－１，１１１－２は周囲音を収音して音声信号を得る。なお、説明
を簡単にするために「音声信号」として説明するが、この音声信号は厳密な意味での音声
信号を意味するものではなく、音声信号を含む音響信号を意味する。２本のマイクロホン
１１１－１，１１１－２を備えるのは指向性を制御する処理を可能とするためである。な
お、マイクロホンは、１つでも良く、３つ以上であってもよい。Ａ／Ｄ変換器１１２－１
，１１２－２は、マイクロホン１１１－１，１１１－２で得られた音声信号をアナログ信
号からデジタル信号に変換する。
【００４１】
　信号処理部１１３は、Ａ／Ｄ変換器１１２－１，１１２－２で得られた音声信号（処理
対象の音声信号）に種々の処理を施す。信号処理部１１３は、近年のデジタル補聴器で一
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般的に行われる以下のような処理を行う他、処理対象の音声信号に対して、調整パラメー
タ計算部１２０で算出された調整パラメータによる調整を行う。
【００４２】
　デジタル補聴器で一般的に行われる処理には、以下のような処理がある。例えば、出力
音声のレベルを予め設定された範囲内に収めるＡＧＣ（Auto Gain Control)処理、デジタ
ル信号を一定以上に増幅する場合のクリッピング処理、聞こえない周波数帯域の音声信号
を聞こえる音声帯域に圧縮するスペクトル圧縮処理、スペクトル包絡調整処理、複数の入
力信号から指向性を制御する処理、不要なノイズを低減するノイズ低減処理、音声を強調
する音声強調処理、音量調整処理などである。
【００４３】
　Ｄ／Ａ変換器１１４は、信号処理部１１３から出力される音声信号を、デジタル信号か
らアナログ信号に変換する。音量調整部１１５は、Ｄ／Ａ変換器１１４で得られた音声信
号の音量を、設定された値で調整して、スピーカ１１６に出力する。
【００４４】
　音声解析部１１７は、信号処理部１１３から出力されるデジタル音声信号に対して、音
声解析を施して特徴量を取得する。この特徴量は、例えば、デジタル音声信号に含まれる
ピッチ情報や、１/３オクターブ帯域、臨界帯域等の帯域分割処理後の各帯域のパワーや
、ＤＦＴ等の時間周波数変換を行い、パワースペクトルを取得し、得られたパワースペク
トルの最大パワーのスペクトル位置（周波数）や、パワースペクトルのケプストラム係数
などである。音声解析部１１７は、特徴量の算出処理を、連続的に、あるいは、間欠的に
行う。
【００４５】
　一時記録部１１８は、音声解析部１１７で取得された特徴量を一時的に記録する、つま
り予め設定された期間保持する。一時記録部１１８は、例えば、待ち行列（キュー）のよ
うに、記録領域が満たされると、最初に記録されたデータから破棄され、新しいデータを
追加する等、を行い、常に一定期間内の特徴量を保持する。
【００４６】
　聴覚特性記録部１１９は、ユーザの聴覚特性を個別パラメータとして記録する。ユーザ
の聴覚特性は事前に測定され、聴覚特性記録部１１９に記録される。補聴器受信部１２２
は、アンテナ１２１で受信された情報から、リモコン１５０から送られてくる主観的感覚
に対応したコマンドを取得する。調整パラメータ計算部１２０は、補聴器受信部１２２で
取得されたコマンドと、一時記録部１１８に記録されている処理対象の音声信号の特徴量
と、聴覚特性記録部１１９に記録されている聴覚特性に基づいて、信号処理部１１３にお
いて音声信号を調整するためのパラメータ（以下、「調整パラメータ」という）を算出す
る。
【００４７】
　調整パラメータ計算部１２０は、調整パラメータの算出を、例えば、以下のように行う
。例えば、「キンキンする」に対応したコマンドが送られてきた場合、時系列記録特徴量
を参照し、記録された範囲で各帯域分割信号の最大パワーを取得し、聴覚特性情報との差
分を取り、例えば、ＩＳＯ２２６：２００３で規格化された等ラウドネス曲線の音量が大
きい位置、例えば８０ｐｈｏｎｅ等から算出される補正を行い、最も大きなエネルギーが
有る帯域のゲインを下げるような調整パラメータを算出する。
【００４８】
　また、例えば、「声が聞こえない」に対応したコマンドが送られてきた場合には、記録
されたピッチ情報から、声の帯域を予測し、会話がはっきり聞こえるように、その他の帯
域のゲインを下げるような調整パラメータを算出する。また、例えば、「キーンとする」
に対応したコマンドが送られてきた場合には、記録されていたパワースペクトルの最大パ
ワーのスペクトル位置から、ハウリング抑圧処理により処理できる周波数である場合には
、その処理を有効にし、できない場合には、その帯域のゲインを下げて聞こえなくするよ
うな調整パラメータを算出する。
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【００４９】
　補聴器１１０の通常の動作を説明する。周囲の音はマイクロホン１１１－１，１１１－
２で収音され、このマイクロホン１１１－１，１１１－２からは収音された音に対応した
アナログ音声信号が得られる。このアナログ音声信号は、Ａ／Ｄ変換器１１２－１，１１
２－２でアナログ信号からデジタル信号に変換され、信号処理部１１３に供給される。
【００５０】
　信号処理部１１３では、デジタル音声信号に対して、予め設定された音声信号処理が施
される。この信号処理部１１３から出力される処理後のデジタル音声信号は、Ｄ／Ａ変換
器１１４でデジタル信号からアナログ信号に変換され、音量調整部１１５に供給される。
音量調整部１１５では、アナログ音声信号の音量が、設定された値で調整される。音量調
整された音声信号はスピーカ１１６に供給され、スピーカ１１６からは音声信号による音
声が出力される。
【００５１】
　また、信号処理部１１３から出力される処理後のデジタル音声信号は、音声解析部１１
７に供給される。この音声解析部１１７では、デジタル音声信号に対して、音声解析が施
され、デジタル音声信号の特徴量が取得され、一時記録部１１８に供給され、予め設定さ
れた期間保持される。
【００５２】
　以上が、補聴器１１０の通常の動作である。なお、音声解析部１１７および一時記録部
１１８は、常に動作するように記したが、電力を消費しないように、リモコン操作により
、動作を開始するように構成してもよい。その場合には、図示しない系により、補聴器受
信部１２２から音声解析部１１７以降の動作を起動・停止する信号が渡される。例えば、
タッチパネルのようなリモコンで、操作画面を表示させたときに、補聴器１１０へ信号を
送信し、受信した補聴器１１０側では、受信した信号により、上述のとおり、音声解析部
１１７および一時記録部１１８を有効にする操作を行う等が考えられる。
【００５３】
　次に、ユーザ（使用者）がリモコン１５０を操作した場合の動作を説明する。なお、こ
こでは、音声解析部１１７および一時記録部１１８は、説明を簡単にするため、常時動作
として説明する。
【００５４】
　ユーザ（使用者）は、聞こえを調整したい場合、リモコン１５０の表示部１５３に提示
（表示）されている選択肢の中から、気になる感覚に沿う様な主観的感覚を選択する。リ
モコン１５０では、ユーザが選択した選択肢の情報、例えば、選択された選択肢のＩＤ等
が入力受付部１５４で受け取られ、コマンド変換部１５５に送られる。
【００５５】
　コマンド変換部１５５では、送られてきた情報が、それに結び付けられたコマンドに変
換される。例えば、選択肢「キンキンする」のＩＤが送られてきた場合に、そのＩＤから
「キンキンする」を意味するコマンドに変換される。コマンド変換部１５５で得られたコ
マンドはリモコン送信部１５６に供給される。このリモコン送信部１５６では、このコマ
ンドに対して伝送するための処理が施され、アンテナ１５７からコマンドを含む情報が補
聴器１１０に送信される。
【００５６】
　補聴器１１０では、リモコン１５０から送られてきた情報がアンテナ１２１で受信され
、補聴器受信部１２２に供給される。この補聴器受信部１２２では、受信情報から主観的
感覚に対応したコマンドが取りだされ、調整パラメータ計算部１２０に供給される。
【００５７】
　調整パラメータ計算部１２０では、リモコン受信部１２２からコマンドが供給されると
、調整パラメータの算出が行われる。この場合、一時記録部１１８に記録されている特徴
量（以降、「時系列記録特徴量」という）と、聴覚特性記録部１１９に記録されている聴
覚特性情報に基づいて、信号処理部１１３において音声信号（処理対象の音声信号）を調
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整するための調整パラメータが算出される。この調整パラメータは、信号処理部１１３に
供給される。
【００５８】
　信号処理部１１３では、調整パラメータ計算部１２０から調整パラメータが送られてき
た場合、その調整パラメータに応じて各種信号処理が調整され、結果的に音声信号の調整
が行われる。このとき、補聴用の信号も処理されているので、その処理が止まらないよう
に調整される。
【００５９】
　例えば、ＦＩＲ（Finite impulse response）のようなフィルタ処理が有る場合には、
係数領域をダブルバッファにしておき、新しい係数を使用していない面に書き込み、次の
処理に移るタイミングで、バッファを入れ替えるだけとする等が望ましいが、処理構成に
よっては、異音が発生しないような工夫に留めておく方が良い場合もある。
【００６０】
　すなわち、例えば、信号処理部１１３は、調整パラメータを蓄積する第１のバッファお
よび第２のバッファを有する構成とされる。そして、一方のバッファに蓄積されている調
整パラメータの使用状態で取得部により調整パラメータが取得されるとき、この取得され
た調整パラメータが他方のバッファに蓄積された後にこの他方のバッファに蓄積されてい
る調整パラメータの使用状態に切り替えられる。この場合、音声信号に対する調整処理の
停止を回避でき、音の途切れを防止できる。
【００６１】
　また、例えば、信号処理部１１３は、調整パラメータを蓄積するバッファを有する構成
とされる。そして、バッファに蓄積されている調整パラメータの使用状態で取得部により
調整パラメータが取得されるとき、調整された音響信号の出力がミュートされ、この取得
された調整パラメータがバッファに蓄積された後にこのミュートが解除される。この場合
、調整パラメータの切り替え時の異音の発生を防止でき、また、音の途切れによりユーザ
に調整パラメータの切り替えがあったことをアピールできる。
【００６２】
　図３のフローチャートは、リモコン１５０の処理の流れを示している。リモコン１５０
は、この処理を、周期的に、あるいは、ユーザによる明示的な指示により実行する。リモ
コン１５０は、ステップＳＴ１において、処理を開始する。そして、リモコン１５０は、
ステップＳＴ２において、入力待ちを行い、入力があると、ステップＳＴ３の入力処理に
移る。この入力処理では、入力されたキーに応じて、終了するのか、送信するのかを判断
し、送信する場合には、パラメータを作成して、ステップＳＴ４の処理に移る。
【００６３】
　このステップＳＴ４において、リモコン１５０は、終了判断を行う。この終了判断では
、終了を示す入力が有った場合、ステップＳＴ６に進み、例えば、リモコンの電源を切る
等、直ちに処理を終了し、送信するパラメータが有る場合には、ステップＳＴ５の処理に
移る。このステップＳＴ５において、リモコン１５０は、パラメータを送信する送信処理
を行い、その後にステップＳＴ２に戻り、入力待ちの状態となる。
【００６４】
　また、図４のフローチャートは、補聴器１１０の処理の流れを示している。補聴器１１
０は、この処理を、周期的に、あるいは、ユーザによる明示的な指示により実行する。補
聴器１１０は、ステップＳＴ１１において、処理を開始する。そして、補聴器１１０は、
ステップＳＴ１２において、コマンド入力判断を行う。補聴器１１０は、コマンド入力が
無い場合、ステップＳＴ１３の音声信号処理に移る。補聴器１１０は、この音声信号処理
において、聞こえを改善するための音声信号処理を施し、図示しない系により、スピーカ
に出力する。
【００６５】
　次に、補聴器１１０は、ステップＳＴ１４の音声信号解析処理に移る。補聴器１１０は
、この音声信号解析処理において、調整パラメータ算出処理で用いる特徴量を算出するた
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めの音声信号解析処理を行う。補聴器１１０は、このステップＳＴ１４の処理の後に、ス
テップＳＴ１５の一時記録更新処理に移る。補聴器１１０は、この一時記録更新処理にお
いて、算出された特徴量を記録するために、一時記録部１１８に空きが無い場合には、例
えば、リングバッファとし、一番古い特徴量が記録されている領域に上書きしていく等し
、一定期間の特徴量が記録されるように処理をする。補聴器１５０は、このステップＳＴ
１５の処理の後、ステップＳＴ１２に戻り、コマンド入力判断を行う。
【００６６】
　また、ステップＳＴ１２でコマンド入力が有る場合、補聴器１１０は、ステップＳＴ１
６の調整パラメータ算出処理に移る。補聴器１１０は、この調整パラメータ算出処理にお
いて、記録されている一定期間の特徴量と聴覚特性情報とを参照し、送信されてきたコマ
ンドに応じた解析を行い、信号処理調整用のパラメータを算出する。
【００６７】
　そして、補聴器１１０は、ステップＳＴ１７の調整パラメータ反映処理に移る。補聴器
１１０は、この調整パラメータ反映処理において、調整が必要な信号処理、例えば、フィ
ルタ処理の係数や、ＡＧＣの設定等、を調整し、記録されている一定期間の特徴量を全て
クリアする。補聴器１１０は、このステップＳＴ１７の処理の後、上述したステップＳＴ
１３の音声信号処理に移る。
【００６８】
　なお、上述の説明において、補聴器１１０は、ステップＳＴ１７の反映処理において、
一時記録部１１８に記録されている一定期間の特徴量を全てクリアするように説明したが
、クリアしない構成も考えられる。例えば、一時記録部１１８の記憶容量が大きい場合に
はクリアしないで新たな記録を続けることが可能となる。
【００６９】
　上述したように、図１に示す補聴器システム１０においては、リモコン１５０の表示部
に提示される主観表現されている選択肢からユーザは聞いている音に対する主観に対応し
た所定の選択肢の選択が可能となる。この選択された所定の選択肢の情報が補聴器１１０
に送られ、補聴器１１０では、この所定の選択肢に基づいて音声信号の音量、音質などを
調整する処理が行われる。従って、ユーザは、補聴器１１０における音（音量、音質など
）の調整を、音に対する主観的感覚で行うことができ、音に対して詳しい知識が無くても
、自分の納得がいく調整が可能となる。
【００７０】
　なお、上述の説明では、補聴器１１０Ｌ，１１０Ｒとリモコン１５０は無線通信を行う
ように説明したが、図５に示すように、補聴器１１０Ｌ，１１０Ｒとリモコン１５０は有
線通信を行う構成であってもよい。この場合、図２に破線で示すように、リモコン１５０
のコマンド変換部１５５から補聴器１１０の調整パラメータ計算部１２０に直接コマンド
が供給される構成となる。この場合、リモコン１５０のリモコン送信部１５６およびアン
テナ１５７と、補聴器１１０のアンテナ１２１および補聴器受信部１２２は不要となる。
【００７１】
　また、上述では詳細な説明をしていないが、リモコン１５０の表示部１５２に提示（表
示）される選択肢の表示態様が、選択された選択肢、あるいは処理対象の音声信号の特徴
量に応じて動的に変更される構成とされてもよい。このような表示態様の動的な変更によ
り、ユーザは、選択肢の選択による音の調整をより適切かつ効率的に行うことが可能とな
る。以下、表示態様の動的変更の例を説明する。
【００７２】
　図６は、補聴器１１０における処理対象の音声信号の特徴量に応じて、リモコン１５０
の表示部１５３に提示（表示）される選択肢の文字の大きさが変更される例を示している
。なお、この場合には、補聴器１１０からリモコン１５０に無線あるいは有線により、音
声解析部１１７で得られた特徴量を供給する必要がある。この例では、「Ａ」の表示態様
において、大きい音の特徴量が検出されるときには、「Ｂ」の表示態様のように、「おお
きすぎる」が大きく強調表示され、さらに、関連する「響いている」も若干大きく強調表
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示される。なお、この例ではその他の選択肢の大きさは変化させていないが、小さくする
など変化させてもよい。例えば、大きい音の特徴量が検出されなくなったとき、あるいは
、選択肢の選択が完了、つまりコマンド入力が完了したとき、「Ｂ」の表示態様から「Ａ
」の表示態様に戻るようにされる。
【００７３】
　図７は、補聴器１１０における処理対象の音声信号の特徴量に応じて、リモコン１５０
の表示部１５３に提示（表示）される選択肢の表示色が変更される例を示している。この
例では、「Ａ」の表示態様において、大きい音の特徴量が検出されるときには、「Ｂ」の
表示態様のように、「おおきすぎる」の表示色が他の選択肢と区別される色に変更され、
さらに、関連する「響いている」の表示色も他の選択肢と区別される色に変更される。な
お、この例ではその他の選択肢の色は変化させていないが、表示色を淡くするなど変化さ
せてもよい。例えば、大きい音の特徴量が検出されなくなったとき、あるいは、選択肢の
選択が完了、つまりコマンド入力が完了したとき、「Ｂ」の表示態様から「Ａ」の表示態
様に戻るようにされる。
【００７４】
　なお、補聴器１１０における処理対象の音声信号の特徴量に応じて上述したように表示
項目の大きさや色合いなどを変化させる他に、例えば、通常状態では、「大きい」、「う
るさい」、「キンキン」、「ひびく」が表示されており、入力音声のレベルが小さくなっ
た場合に、表示項目を「こもる」、「小さい」、「はっきりしない」と変化させること等
も考えられる。
【００７５】
　図８は、選択された選択肢に応じて、リモコン１５０の表示部１５３に提示（表示）さ
れる選択肢が変更される例を示している。この例では、「Ａ」の表示態様において、「き
んきんする」が選択されるときには、「Ｂ」の表示態様のように、「きんきんする」の調
整に関してさらなる調整を行う場合に便利な選択肢、例えば「もっと抑えて」、「抑え過
ぎ」などが表示される。なお、「もどす」は、直前調整を取り消すためのボタンであり、
「やめる」は今回の調整全てを取り消すためのボタンである。「いかがですか？」は、音
声で提示することも可能である。例えば、「ＯＫ」ボタンあるいは「やめる」ボタンの操
作があったとき、「Ｂ」の表示態様から「Ａ」の表示態様に戻るようにされる。
【００７６】
　図９も、選択された選択肢に応じて、リモコン１５０の表示部１５３に提示（表示）さ
れる選択肢が変更される例を示している。この例では、「Ａ」の表示態様において、「う
るさい」が選択されるときには、「Ｂ」の表示態様のように、「うるさい」の調整に関し
て、その下位階層の主観的表現にあたる選択肢、例えば「きんきん」、「ざわざわ」など
が表示される。なお、「もどす」は、直前調整を取り消すためのボタンであり、「やめる
」は今回の調整全てを取り消すためのボタンである。「いかがですか？」は、音声で提示
することも可能である。例えば、「ＯＫ」ボタンあるいは「やめる」ボタンの操作があっ
たとき、「Ｂ」の表示態様から「Ａ」の表示態様に戻るようにされる。
【００７７】
　また、上述の説明では、リモコン１５０の表示部１５３に提示（表示）される選択肢の
主観的表現が「大きすぎる」、「うるさい」などの主観的感覚を示す表現である例を示し
た。しかし、この選択肢が、図１０に示すように、「音楽が聞きたい」、「映画を見たい
」などの主観的要求を示す表現とすることも考えられる。
【００７８】
　なお、図１１は、主観的感覚および主観的要求の表現となり得る音に対する主観的表現
の一例を示している。
【００７９】
　また、上述の説明では、補聴器１１０の調整パラメータ計算部１２０において、聴覚特
性記録部１１９に個別パラメータとして記録されているユーザの聴覚特性をも加味してコ
マンドに対応した調整パラメータを算出している。しかし、個別パラメータとしては、こ
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の聴覚特性に限定されるものではなく、例えば、マイクロホン１１１－１，１１１－２の
特性やスピーカ１１６の特性を合わせて、あるいは単独で用いることも考えられる。その
場合、図２に破線図示するように、マイクロホンやスピーカの特性は事前に測定されて記
録部に記録される。
【００８０】
　また、上述の説明では、リモコン１５０では選択肢を表示部１５２に表示してユーザに
提示するもの、つまり、視覚的な提示を行うものを示した。しかし、この選択肢の提示を
図示しないスピーカからの音声出力で提示するもの、つまり聴覚的な提示を行うことも考
えられる。
【００８１】
　また、上述の説明では、補聴器１１０が処理対象の音声信号の解析処理および調整パラ
メータの算出処理を行う例を説明した。しかし、これらの処理の一方あるいは双方をリモ
コン１５０が行って、補聴器１１０の処理負荷の軽減、消費電力の低減を図ることも考え
される。
【００８２】
　図１２は、調整パラメータの算出処理をリモコン１５０で行う場合における補聴器１１
０およびリモコン１５０の構成例を示している。この図１２において、図２と対応する部
分には同一符号を付し、適宜、その詳細説明は省略する。
【００８３】
　図１２（ｂ）は、リモコン１５０の構成例を示している。このリモコン１５０は、制御
部１５１と、ユーザ操作部１５２と、表示部１５３と、入力受付部１５４と、コマンド変
換部１５５と、リモコン送信部１５６と、アンテナ１５７を有している。また、リモコン
１５０は、アンテナ１６１と、リモコン受信部１６２と、一時記録部１６３と、聴覚特性
記録部１６４と、調整パラメータ計算部１６５を有している。
【００８４】
　リモコン受信部１６２は、アンテナ１６１で受信された、補聴器１１０から送られてく
る処理対象の音声信号の特徴量を含む情報から、その特徴量を取得する。一時記録部１６
３は、図２（ａ）に示す一時記録部１１８と同様に、音声解析部１１７で取得された特徴
量を一時的に記録する、つまり予め設定された期間保持する。なお、補聴器１１０として
補聴器１１０Ｌ，１１０Ｒの双方がある場合、一時記録部１１８は、それぞれからの特徴
量を別の領域に記録する。聴覚特性記録部１６４は、図２（ａ）に示す聴覚特性記録部１
１９と同様に、ユーザの聴覚特性を個別パラメータとして記録する。
【００８５】
　調整パラメータ計算部１６５は、図２（ａ）に示す調整パラメータ計算部１２０と同様
に、コマンド変換部１５５で得られたコマンドと、一時記録部１６３に記録されている処
理対象の音声信号の特徴量と、聴覚特性記録部１６４に記録されている聴覚特性に基づい
て、調整パラメータを算出する。なお、補聴器１１０として補聴器１１０Ｌ，１１０Ｒの
双方がある場合、調整パラメータ計算部１６５は、それぞれにおける特徴量を用いて、そ
れぞれの補聴器に対する調整パラメータを個別に算出する。
【００８６】
　リモコン送信部１５６は、調整パラメータ計算部１６５で算出された調整パラメータに
対して、伝送するための処理を施し、この調整パラメータを含む送信情報を生成し、アン
テナ１５７から、補聴器１１０に送信する。なお、補聴器１１０として補聴器１１０Ｌ，
１１０Ｒの双方がある場合、リモコン送信部１５６は、それぞれに対する調整パラメータ
をそれぞれの補聴器に個別に送信する。このリモコン１５０のその他は、図２（ｂ）に示
すリモコン１５０と同様に構成される。
【００８７】
　図１２（ａ）は、補聴器１１０（１１０Ｌ，１１０Ｒ）の構成例を示している。補聴器
１１０は、マイクロホン１１１－１，１１１－２と、Ａ／Ｄ変換器（ＡＤＣ）１１２－１
，１１２－２と、信号処理部１１３と、Ｄ／Ａ変換器（ＤＡＣ）１１４と、音量調整部１
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１５と、スピーカ１１６を有している。また、補聴器１１０は、音声解析部１１７と、補
聴器送信部１２３と、アンテナ１２４と、アンテナ１２１と、補聴器受信部１２２と、調
整パラメータ更新部１２５を有している。
【００８８】
　補聴器送信部１２３は、音声解析部１１７で取得された特徴量に対して、伝送するため
の処理を施し、この特徴量を含む送信情報を生成し、アンテナ１２４から、リモコン１５
０に送信する。補聴器受信部１２２は、アンテナ１２１で受信された情報から、リモコン
１５０から送られてくる調整パラメータを取得する。調整パラメータ更新部１２５は、補
聴器受信部１２２で取得された調整パラメータを、信号処理部１１３に設定する。この補
聴器１１０のその他は、図２（ａ）に示す補聴器１１０と同様に構成される。
【００８９】
　補聴器１１０の通常の動作を説明する。周囲の音はマイクロホン１１１－１，１１１－
２で収音され、このマイクロホン１１１－１，１１１－２からは収音された音に対応した
アナログ音声信号が得られる。このアナログ音声信号は、Ａ／Ｄ変換器１１２－１，１１
２－２でアナログ信号からデジタル信号に変換され、信号処理部１１３に供給される。
【００９０】
　信号処理部１１３では、デジタル音声信号に対して、予め設定された音声信号処理が施
される。この信号処理部１１３から出力される処理後のデジタル音声信号は、Ｄ／Ａ変換
器１１４でデジタル信号からアナログ信号に変換され、音量調整部１１５に供給される。
音量調整部１１５では、アナログ音声信号の音量が、設定された値で調整される。音量調
整された音声信号はスピーカ１１６に供給され、スピーカ１１６からは音声信号による音
声が出力される。
【００９１】
　また、信号処理部１１３から出力される処理後のデジタル音声信号は、音声解析部１１
７に供給される。この音声解析部１１７では、デジタル音声信号に対して、音声解析が施
され、デジタル音声信号の特徴量が取得される。この特徴量は補聴器送信部１２３に供給
される。この補聴器送信部１２３では、この特徴量に対して伝送するための処理が施され
、アンテナ１２４から特徴量を含む情報がリモコン１５０に送信される。
【００９２】
　リモコン１５０では、補聴器１１０から送られてきた情報がアンテナ１６１で受信され
、リモコン受信部１６２に供給される。このリモコン受信部１６２では、受信情報から補
聴器１１０における処理対象の音声信号の特徴量が取りだされ、一時記録部１１８に供給
されて、予め設定された期間保持される。
【００９３】
　次に、ユーザ（使用者）がリモコン１５０を操作した場合の動作を説明する。ユーザ（
使用者）は、聞こえを調整したい場合、リモコン１５０の表示部１５３に提示（表示）さ
れている選択肢の中から、気になる感覚に沿う様な主観的感覚を選択する。リモコン１５
０では、ユーザが選択した選択肢の情報、例えば、選択された選択肢のＩＤ等が入力受付
部１５４で受け取られ、コマンド変換部１５５に送られる。
【００９４】
　コマンド変換部１５５では、送られてきた情報が、それに結び付けられたコマンドに変
換されて、調整パラメータ計算部１６５に供給される。調整パラメータ計算部１６５では
、コマンド変換部１５５からコマンドが供給されると、調整パラメータの算出が行われる
。この場合、一時記録部１６３に記録されている特徴量と、聴覚特性記録部１６４に記録
されている聴覚特性情報に基づいて、調整パラメータが算出される。この調整パラメータ
は、リモコン送信部１５６に供給される。このリモコン送信部１５６では、調整パラメー
タに対して伝送するための処理が施され、アンテナ１５７から調整パラメータを含む情報
が補聴器１１０に送信される。
【００９５】
　補聴器１１０では、リモコン１５０から送られてきた情報がアンテナ１２１で受信され



(17) JP 5962038 B2 2016.8.3

10

20

30

40

50

、補聴器受信部１２２に供給される。この補聴器受信部１２２では、受信情報から調整パ
ラメータが取りだされ、調整パラメータ更新部１２５に供給され、信号処理部１１３にお
ける調整パラメータが更新される。信号処理部１１３では、その調整パラメータに応じて
各種信号処理が調整され、結果的に音声信号の調整が行われる。
【００９６】
　図１３のフローチャートは、リモコン１５０の処理の流れを示している。リモコン１５
０は、この処理を、周期的に、あるいは、ユーザによる明示的な指示により実行する。リ
モコン１５０は、ステップＳＴ２１において、処理を開始する。そして、リモコン１５０
は、ステップＳＴ２２において、補聴器１１０から特徴量を受信しているか否かを判断す
る。特徴量を受信しているとき、リモコン１５０は、ステップＳＴ２３において、一時記
録更新処理を行う。この一時記録更新処理において、リモコン１５０は、受信された特徴
量を、一時記録部に１６３に保持する。
【００９７】
　次に、リモコン１５０は、ステップＳＴ２４のコマンド入力判断処理に移る。また、ス
テップＳＴ２２で特徴量を受信していないとき、リモコン１５０は、直ちにステップＳＴ
２４の処理に移る。コマンド入力判断処理では、リコモン１５０は、コマンド、すなわち
、ユーザにより音（音量、音質など）の調整の要求があったか否かを判断する。要求があ
った場合、ステップＳＴ２５の調整パラメータ算出処理に移る。この調整パラメータ算出
処理では、リモコン１５０は、記録されている一定期間の特徴量と聴覚特性情報とを参照
し、コマンドに応じた解析を行い、信号処理調整用のパラメータを算出する。
【００９８】
　次に、リモコン１５０は、ステップＳＴ２６の調整パラメータ送信処理に移る。この調
整パラメータ送信処理では、リモコン１５０は、ステップＳＴ２５で算出された調整パラ
メータを補聴器１１０に送信する。なお、この場合、調整パラメータ列をそのまま送信し
てもよいが、予め決定された通信方式に則った情報圧縮がなされて送信されてもよい。リ
モコン１５０は、ステップＳＴ２６の処理の後、ステップＳＴ２７において、処理を終了
する。
【００９９】
　また、図１４のフローチャートは、補聴器１１０の処理の流れを示している。補聴器１
１０は、この処理を、周期的に、あるいは、ユーザによる明示的な指示により実行する。
補聴器１１０は、ステップＳＴ３１において、処理を開始する。そして、補聴器１１０は
、ステップＳＴ３２において、調整パラメータを受信しているか否かを判断する。調整パ
ラメータを受信しているとき、補聴器１１０は、ステップＳＴ３３の調整パラメータ反映
処理に移る。この調整パラメータ反映処理では、補聴器１１０は、信号処理部１１３に対
して、受信された調整パラメータの設定、例えば、フィルタ処理の係数設定や、ＡＧＣの
設定等を行う。
【０１００】
　次に、補聴器１１０は、ステップＳＴ３４の音声信号処理に移る。また、ステップＳＴ
３２で調整パラメータを受信していないとき、補聴器１１０は、直ちにステップＳＴ３４
の処理に移る。補聴器１１０は、この音声信号処理において、聞こえを改善するための音
声信号処理を施し、図示しない系により、スピーカに出力する。
【０１０１】
　次に、補聴器１１０は、ステップＳＴ３５の音声信号解析処理に移る。補聴器１１０は
、この音声信号解析処理において、調整パラメータ算出処理で用いる特徴量を算出するた
めの音声信号解析処理を行う。補聴器１１０は、このステップＳＴ３５の処理の後に、ス
テップＳＴ３６の特徴量送信処理に移る。補聴器１１０は、この特徴量送信処理において
、ステップＳＴ３５で得られた特徴量をリモコン１５０に送信する。なお、この場合、特
徴列をそのまま送信してもよいが、予め決定された通信方式に則った情報圧縮がなされて
送信されてもよい。補聴器１１０は、ステップＳＴ３６の処理の後、ステップＳＴ３７に
おいて、処理を終了する。
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【０１０２】
　なお、上述の説明では、補聴器１１０Ｌ，１１０Ｒとリモコン１５０は無線通信を行う
ように説明したが、補聴器１１０Ｌ，１１０Ｒとリモコン１５０は有線通信を行う構成で
あってもよい。この場合、図１２に破線で示すように、補聴器１１０の音声解析部１１７
からリモコン１５０の一時記録部１６３に直接特徴量が供給され、リモコン１５０の調整
パラメータ計算部１６５から補聴器１１０の調整パラメータ更新部１２５に直接調整パラ
メータが供給される構成となる。この場合、リモコン１５０においては、アンテナ１６１
、リモコン受信部１６２、リモコン送信部１５６およびアンテナ１５７は不要となる。ま
た、補聴器１１０において、アンテナ１２１、補聴器受信部１２２、補聴器送信部１２３
およびアンテナ１２４は不要となる。
【０１０３】
　また、図１２（ａ），（ｂ）に示す構成では、補聴器１１０で音声解析処理が行われる
。しかし、上述したように、この音声解析処理をもリモコン１５０側で行うことも考えら
れる。その場合、図示しないが、補聴器１１０からリモコン１５０に信号処理部１１３か
ら出力される音声信号を送り、リモコン１５０では、その音声信号を解析して特徴量を取
得することになる。その場合、補聴器１１０には音声解析部１１７が不要となり、回路規
模の低減、消費電力の節約が図られることになる。
【０１０４】
　＜２．第２の実施の形態＞
　［ＴＶシステムの構成］
　図１５は、第２の実施の形態としてのＴＶシステム２０の構成例を示している。このＴ
Ｖシステム２０は、テレビ受信機（ＴＶ）２１０と、このテレビ受信機２１０を調整する
リモートコントローラ（以下、「リモコン」という）２５０とにより構成されている。
【０１０５】
　テレビ受信機２１０とリモコン２５０は、無線通信による相互通信が可能とされている
。なお、他の方法による相互通信、例えば、磁気による通信や、聞こえない音域での通信
で有ってもよいことは言うまでもない。リモコン２５０は、ボタン式のリモコンで有って
も良いし、タッチパネル式のリモコンで、提示されるボタンが上述した補聴器システム１
０におけるリモコン１５０と同様に、動的に変化するような工夫があってよいし、プログ
ラムとして通信手段を持つ他の機器、例えば、携帯端末やタブレット端末等、へインスト
ールされて提示させてもよいことは言うまでもない。
【０１０６】
　リモコン２５０による補聴器１１０Ｌ，１１０Ｒの調整は、ユーザ（使用者）がテレビ
視聴を行っている状態で行う。テレビ音の印象から気になる項目を選択、例えば、きんき
ん聞こえる場合には、「きんきんする」ボタンを選択等すると、選択された項目の情報が
、テレビ受信機２１０に送信されて、音の調整が行われる。
【０１０７】
　図１６（ｂ）は、リモコン２５０の構成例を示している。このリモコン２５０は、制御
部２５１と、ユーザ操作部２５２と、表示部２５３と、入力受付部２５４と、コマンド変
換部２５５と、リモコン送信部２５６と、アンテナ２５７を有している。
【０１０８】
　制御部２５１は、ＣＰＵを備え、リモコン２５０の各部の動作を制御する。ユーザ操作
部２５２および表示部２５３は、ユーザインタフェースを構成している。ユーザ操作部２
５２は、ユーザが種々の操作を行う部分であり、例えばボタンあるいはタッチパネルなど
により構成される。表示部２５３は、例えば、液晶表示器などにより構成される。
【０１０９】
　この表示部２５３には、操作状態の表示などの他、テレビ受信機２１０の音調整を行う
際には、主観的に表現され、音声信号に対する制御に関連する選択肢（図１５のリモコン
２５０に提示されている「大きすぎる」、「小さすぎる」、「きんきんする」など）が提
示（表示）される。なお、テレビ受信機２１０の音調整時には、リモコン２５０の表示部
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２５３に選択肢が表示されると同時に、テレビ受信機２１０の画面にも同様の表示が行わ
れるようにしてもよい。その場合、リモコン２５０からテレビ受信機２１０に、表示情報
が送信される。
【０１１０】
　入力受付部２５４は、ユーザ（使用者）が選択した選択肢の情報、例えば、選択された
選択肢のＩＤなどを制御部２５１から受け取る。なお、入力受付部２５４は、制御部２５
１と一体であってもよい。コマンド変換部２５５は、入力受付部２５４で受け取られた情
報を、それに結びつけられたコマンドに変換する。例えば、選択肢「キンキンする」のＩ
Ｄが送られてきた場合に、そのＩＤから「キンキンする」を意味するコマンドに変換する
。リモコン送信部２５６は、コマンド変換部２５５で変換されたコマンドに対して、伝送
するための処理を施し、このコマンドを含む送信情報を生成し、アンテナ２５７から、テ
レビ受信機２１０に送信する。
【０１１１】
　図１６（ａ）は、テレビ受信機２１０の音声系の構成例を示している。テレビ受信機２
１０は、デジタル音声信号入力部２１１と、信号処理部２１２と、Ｄ／Ａ変換器（ＤＡＣ
）２１３と、音量調整部２１４と、スピーカ２１５を有している。また、テレビ受信機２
１０は、音声解析部２１６と、一時記録部２１７と、スピーカ特性記録部２１８と、調整
パラメータ計算部２１９と、アンテナ２２０と、ＴＶ受信部２２１を有している。
【０１１２】
　デジタル音声信号入力部２１１は、例えば図示しないデジタルチューナで得られるデジ
タル音声信号を取得する。信号処理部２１２は、予め設定されたエフェクト処理、例えば
仮想音場を付加する処理や、低域を増幅する処理等を施す。Ｄ／Ａ変換器２１３は、信号
処理部２１２から出力される音声信号を、デジタル信号からアナログ信号に変換する。音
量調整部２１４は、Ｄ／Ａ変換器２１３で得られた音声信号の音量を、設定された値で調
整して、スピーカ２１５に出力する。なお、音出力部が一系統であるように示しているが
、これは説明を簡単にするためであり、２つ以上あっても良いことは言うまでもない。
【０１１３】
　音声解析部２１６は、図２に示す音声解析部１１７と同様に、信号処理部２１２から出
力されるデジタル音声信号に対して、音声解析を施して特徴量を取得する。この特徴量は
、例えば、デジタル音声信号に含まれるピッチ情報や、１/３オクターブ帯域、臨界帯域
等の帯域分割処理後の各帯域のパワーや、ＤＦＴ等の時間周波数変換を行い、パワースペ
クトルを取得し、得られたパワースペクトルの最大パワーのスペクトル位置（周波数）や
、パワースペクトルのケプストラム係数などである。
【０１１４】
　一時記録部２１７は、図２に示す一時記録部１１８と同様に、音声解析部２１６で取得
された特徴量を一時的に記録する、つまり予め設定された期間保持する。スピーカ特性記
録部２１８は、スピーカ２１５の特性を、個別パラメータとして記録する。このスピーカ
特性は、事前に測定され、スピーカ特性記録部２１８に記録される。ＴＶ受信部２２１は
、アンテナ２２０で受信された情報から、リモコン２５０から送られてくる主観的感覚に
対応したコマンドを取得する。調整パラメータ計算部２１９は、ＴＶ受信部２２１で取得
されたコマンドと、一時記録部２１７に記録されている処理対象の音声信号の特徴量と、
スピーカ特性記録部２１８に記録されているスピーカ特性に基づいて、信号処理部２１２
において音声信号を調整するための調整パラメータを算出する。
【０１１５】
　調整パラメータ計算部２１９は、調整パラメータの算出を、例えば、以下のように行う
。例えば、「声が聞こえにくい」とコマンドが送られてきた場合、音声帯域、例えば５０
０Ｈｚ～４ｋＨｚ等のスピーカの周波数特性と、時系列記録特徴量に記録されているピッ
チ情報から、フォルマント強調処理と子音強調処理を行うような調整パラメータを算出す
る。また、例えば、時系列記録特徴量に記録されているピッチ情報から、低い声のピッチ
情報で有った場合、低めの帯域を強めに調整するような調整パラメータを算出する。
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【０１１６】
　また、例えば、スピーカの特性が良いところを積極的に使用し、特性が悪い周波数帯域
は、音が歪む原因となるため、強調処理を行わないような調整パラメータを算出する。ま
た、例えば、時系列記録特徴量のケプストラム係数から、パワースペクトルのエンベロー
プを求め、背景音が有るのかを判断し、例えば、音声帯域より高域の帯域に信号が有る場
合には、背景音がある等とし、背景音があると判断した場合には、更に、効果音の抑圧処
理の強度を、例えばスピーカの高域の特性に合わせて調整するような調整パラメータを算
出する。
【０１１７】
　テレビ受信機２１０の音声系の通常の動作を説明する。デジタル音声信号入力部２１１
に入力されたデジタル音声信号は信号処理部２１２に供給される。この信号処理部２１２
では、デジタル音声信号に対して、予め設定されたエフェクト処理、低域増幅処理等の音
声信号処理が施される。この信号処理部２１２から出力される処理後のデジタル音声信号
は、Ｄ／Ａ変換器２１３でデジタル信号からアナログ信号に変換され、音量調整部２１４
に供給される。音量調整部２１４では、アナログ音声信号の音量が、設定された値で調整
される。音量調整された音声信号はスピーカ２１５に供給され、スピーカ２１５からは音
声信号による音声が出力される。
【０１１８】
　また、信号処理部２１２から出力される処理後のデジタル音声信号は、音声解析部２１
６に供給される。この音声解析部２１６では、デジタル音声信号に対して、音声解析が施
され、デジタル音声信号の特徴量が取得され、一時記録部２１７に供給され、予め設定さ
れた期間保持される。
【０１１９】
　以上が、テレビ受信機２１０の音声系の通常の動作である。なお、音声解析部２１６お
よび一時記録部２１７は、常に動作するように記したが、電力を消費しないように、リモ
コン操作により、動作を開始するように構成してもよい。その場合には、図示しない系に
より、リモコン受信部２２１から音声解析部２１６以降の動作を起動・停止する信号が渡
される。例えば、タッチパネルのようなリモコンで、操作画面を表示させたときに、テレ
ビ受信機２１０へ信号を送信し、受信したテレビ受信機２１０側では、受信した信号によ
り、上述のとおり、音声解析部２１６および一時記録部２１７を有効にする操作を行う等
が考えられる。
【０１２０】
　次に、ユーザ（使用者）がリモコン２５０を操作した場合の動作を説明する。なお、こ
こでは、音声解析部２１６および一時記憶部２１７は、説明を簡単にするため、常時動作
として説明する。
【０１２１】
　ユーザ（使用者）は、聞こえを調整したい場合、リモコン２５０の表示部２５３に提示
（表示）されている選択肢の中から、気になる感覚に沿う様な主観的感覚を選択する。リ
モコン２５０では、ユーザが選択した選択肢の情報、例えば、選択された選択肢のＩＤ等
が入力受付部２５４で受け取られ、コマンド変換部２５５に送られる。
【０１２２】
　コマンド変換部２５５では、送られてきた情報が、それに結び付けられたコマンドに変
換される。例えば、選択肢「キンキンする」のＩＤが送られてきた場合に、そのＩＤから
「キンキンする」を意味するコマンドに変換される。コマンド変換部２５５で得られたコ
マンドはリモコン送信部２５６に供給される。このリモコン送信部２５６では、このコマ
ンドに対して伝送するための処理が施され、アンテナ２５７からコマンドを含む情報がテ
レビ受信機２１０に送信される。
【０１２３】
　テレビ受信機２１０では、リモコン２５０から送られてきた情報がアンテナ２２０で受
信され、ＴＶ受信部２２１に供給される。このＴＶ受信部２２１では、受信情報から主観
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的感覚に対応したコマンドが取りだされ、調整パラメータ計算部２１９に供給される。調
整パラメータ計算部２１９では、ＴＶ受信部２２１からコマンドが供給されると、そのコ
マンドに対応した調整パラメータの算出が行われる。この場合、一時記録部２１７に記録
されている時系列記録特徴量と、スピーカ特性記録部２１８に記録されているスピーカ特
性情報に基づいて、信号処理部２１２において音声信号（処理対象の音声信号）を調整す
るための調整パラメータが算出される。
【０１２４】
　なお、調整パラメータ算出方法として、スピーカ特性記録部２１８に記録されているス
ピーカ特性情報のみを参照する方法も考えられる。また、調整パラメータ計算部２１９が
調整パラメータ算出方法として、一時記録部２１７に記録されている時系列記録特徴量と
、スピーカ特性記録部２１８に記録されているスピーカ特性情報との、いずれも参照しな
い方法も考えられる。この方法は、プリセットされている複数の調整パラメータから、コ
マンドに対応した調整パラメータを選択して用いる方法である。
【０１２５】
　このように調整パラメータ計算部２１９で算出された調整パラメータは、信号処理部２
１２に供給される。信号処理部２１２では、調整パラメータ計算部２１９から調整パラメ
ータが送られてきた場合、その調整パラメータに応じて各種信号処理が調整され、結果的
に音声信号の調整が行われる。
【０１２６】
　上述したように、図１５に示すＴＶシステム２０においては、リモコン２５０の表示部
の提示される主観表現されている選択肢からユーザは聞いている音に対する主観に対応し
た所定の選択肢の選択が可能となる。この選択された所定の選択肢の情報（コマンド）が
テレビ受信機２１０に送られ、テレビ受信機２１０では、この所定の選択肢に基づいて音
声信号の音量、音質などを調整する処理が行われる。従って、ユーザは、テレビ受信機２
１０における音（音量、音質など）の調整を、音に対する主観的感覚で行うことができ、
音に対して詳しい知識が無くても、自分の納得がいく調整が可能となる。
【０１２７】
　なお、上述では再生装置がテレビ受信機である例を説明した。しかし、再生装置が、そ
の他の機器、例えばオーディオ再生器、携帯音楽再生機器、パーソナルコンピュータなど
の音を出力する機器であっても、同様の音（音量、音質など）調整を行うことができるこ
とは勿論である。
【０１２８】
　また、上述の説明では、テレビ受信機２１０とリモコン２５０は無線通信を行うように
説明したが、テレビ受信機２１０とリモコン２５０は有線通信を行う構成であってもよい
。この場合、図１６に破線で示すように、リモコン２５０のコマンド変換部２５５からテ
レビ受信機２１０の調整パラメータ計算部２１９に直接コマンドが供給される構成となる
。この場合、リモコン２５０のリモコン送信部２５６およびアンテナ２５７と、テレビ受
信機２１０のアンテナ２２０およびＴＶ受信部２２１は不要となる。
【０１２９】
　また、上述の説明では、テレビ受信機２１０とリモコン２５０とからなるＴＶシステム
２０を示したが、テレビ受信機２１０の画面に主観的表現の選択肢を表示し、このテレビ
受信機２１０の筐体に設けた操作釦によりユーザが選択操作を行う構成も考えられる。
【０１３０】
　また、上述の説明では、テレビ受信機２１０がスピーカ特性記録部２１８を有する例を
示した。しかし、図１７に示すように、テレビ受信機２１０は、クラウド上のサーバ装置
２８０内のスピーカ特性記録部内に保持されているスピーカ特性を利用することも考えら
れる。この場合には、例えば、スピーカ２１５として、外部スピーカを使用する場合等に
あっても、調整パラメータ計算部２１９に外部スピーカのスピーカ特性をクラウド上のサ
ーバ装置２８０から取得して供給できる。そのため、調整パラメータ計算部２１９におい
て、その外部スピーカ特性に合った調整パラメータを適切に算出することが可能となる。
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【０１３１】
　また、上述の説明では、コマンドの入力をリモコン等のボタンで指示するように記載し
た。しかし、例えば、テレビ受信機２１０、リモコン２５０等にマイクロホンを配して、
音声によるコマンド入力をしても良い。また、さらに、テレビ受信機２１０等の設置場所
が広い場合には、複数のマイクロホンを設置して、音声らしさからユーザ方向の検出を行
い、その方向に指向性を向けて音声によるコマンド入力をさせても良い。また、さらに、
カメラを設置し、ユーザが特定のジェスチャを行うことで、その方向へマイクの指向性を
向けて音声によるコマンドを入力させても良いし、カメラのみで、複数のジェスチャによ
るコマンド入力をさせても良い。
【０１３２】
　また、リモコン２５０に多軸の加速度センサを設置し、リモコン２５０の振り方により
コマンドを入力させてもよい。また、調整のためにボタンを複数回押すのではなく、特定
表示項目、例えば、キンキン等を選択すると、スライダーコントロールや、強弱を色温度
で表示して調整する等の多段階調整が行えるユーザインタフェースとし、主観の感覚の程
度で調整出来るようにさせる工夫があっても良い。また、このインタフェースを多軸表示
、例えば、キンキンとはっきり等で表示して、その空間上を選択させて調整させても良い
。
【０１３３】
　＜３．第３の実施の形態＞
　［補聴器の構成］
　図１８は、第３の実施の形態としての補聴器３１０を示している。上述の第１の実施の
形態では、リモコン１５０からのユーザ操作により補聴器１１０（１１０Ｌ，１１０Ｒ）
の音（音量、音質など）を調整するものであった。この補聴器３１０は、音声入力を可能
としたものである。
【０１３４】
　図１９は、補聴器３１０の構成例を示している。この図１９において、図２と対応する
部分には同一符号を付し、適宜、その詳細説明を省略する。補聴器３１０は、マイクロホ
ン１１１－１，１１１－２と、Ａ／Ｄ変換器（ＡＤＣ）１１２－１，１１２－２と、信号
処理部１１３と、Ｄ／Ａ変換器（ＤＡＣ）１１４と、音量調整部１１５と、スピーカ１１
６を有している。
【０１３５】
　また、補聴器３１０は、音声解析部１１７と、一時記録部１１８と、聴覚特性記録部１
１９と、調整パラメータ計算部１２０ａと、調整パラメータ更新部１２０ｂを有している
。また、補聴器３１０は、コマンド開始信号受信部１３０と、スイッチ部１３１と、複数
音声信号処理部１３２と、変換前音声信号処理部１３３と、音声コマンド変換部１３４と
、音声コマンド処理部１３５を有している。
【０１３６】
　マイクロホン１１１－１，１１１－２は周囲音を収音して音声信号を得る。２本のマイ
クロホン１１１－１，１１１－２を備えるのは指向性を制御する処理を可能とするためで
ある。なお、マイクロホンは、１つでも良く、３つ以上であってもよい。Ａ／Ｄ変換器１
１２－１，１１２－２は、マイクロホン１１１－１，１１１－２で得られた音声信号をア
ナログ信号からデジタル信号に変換する。
【０１３７】
　信号処理部１１３は、Ａ／Ｄ変換器１１２－１，１１２－２で得られた音声信号（処理
対象の音声信号）に種々の処理を施す。Ｄ／Ａ変換器１１４は、信号処理部１１３から出
力される音声信号を、デジタル信号からアナログ信号に変換する。音量調整部１１５は、
Ｄ／Ａ変換器１１４で得られた音声信号の音量を、設定された値で調整して、スピーカ１
１６に出力する。
【０１３８】
　音声解析部１１７は、信号処理部１１３から出力されるデジタル音声信号に対して、音
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声解析を施して特徴量を取得する。一時記録部１１８は、音声解析部１１７で取得された
特徴量を一時的に記録する、つまり予め設定された期間保持する。調整パラメータ計算部
１２０ａは、音声入力によるコマンドと、一時記録部１１８に記録されている処理対象の
音声信号の特徴量と、聴覚特性記録部１１９に記録されている聴覚特性に基づいて、信号
処理部１１３において音声信号を調整するための調整パラメータを算出する。調整パラメ
ータ更新部１２０ｂは、算出された調整パラメータを、信号処理部１１３に設定する。な
お、図２（ａ）における調整パラメータ計算部１２０は、これら調整パラメータ計算部１
２０ａおよび調整パラメータ更新部１２０ｂに相当する。
【０１３９】
　スイッチ部１３１は、Ａ／Ｄ変換器１１２－１，１１２－２から出力されるデジタル音
声信号を、信号処理部１１３または複数音声信号処理部１３２に選択的に供給する。コマ
ンド開始信号受信部１３０は、音声によるコマンド入力の開始を指示する制御信号を受信
するとき、音声によるコマンド入力の準備を開始する。コマンド開始信号受信部１３０は
、例えば、ユーザにより補聴器３１０の規定のボタンが操作される際に、開始指示の制御
信号を受け取る。
【０１４０】
　コマンド開始信号受信部１３０は、この開始指示の制御信号を受け取るとき、スイッチ
部１３１に切り替え信号を供給する。これにより、Ａ／Ｄ変換器１１２－１，１１２－２
から出力されるデジタル音声信号が信号処理部１１３に供給される状態から複数音声信号
処理部１３２に供給される状態に、切り替えが行われるようにする。
【０１４１】
　複数音声信号処理部１３２は、複数、ここでは２つのデジタル音声信号を合成し、設計
時に決定される複数のマイクロホンの位置関係から位相差等を考慮し、例えば、指向性を
ユーザの前方に向くようにする。変換前音声信号処理部１３３は、音声コマンド変換部１
３４に渡す音声信号を作成する処理を行う。例えば、設計時に決められた周波数帯域、例
えば、音声の周波数帯域（２００Ｈｚから３ｋＨｚ）等の外を抑圧する処理を行う等して
、設計時に決定されるサンプリング周波数へ変換する等、を施し、優勢な音声信号区間を
音声信号の振幅強度等から特定する。
【０１４２】
　音声コマンド変換部１３４は、例えば、音声認識等の処理を行い、音声信号を音声コマ
ンドへ変換する。音声コマンド処理部１３５は、音声コマンド変換部１３４における音声
コマンドの変換の結果に応じた処理を行う。すなわち、音声コマンドへ変換ができていた
場合には、調整パラメータ計算部１２０ａに音声コマンドを送信する。一方、変換できて
いなかった場合には、スイッチ部１３１に信号処理部１１３側に切り替えるための制御信
号を送る。
【０１４３】
　補聴器３１０の通常の動作を説明する。周囲の音はマイクロホン１１１－１，１１１－
２で収音され、このマイクロホン１１１－１，１１１－２からは収音された音に対応した
アナログ音声信号が得られる。このアナログ音声信号は、Ａ／Ｄ変換器１１２－１，１１
２－２でアナログ信号からデジタル信号に変換される。
【０１４４】
　スイッチ部１３１は、通常の動作においては、信号処理部１１３側に切り替えられてい
る。そのため、Ａ／Ｄ変換器１１２－１，１１２－２から出力されるデジタル音声信号は
信号処理部１１３に供給される。信号処理部１１３では、デジタル音声信号に対して、予
め設定された音声信号処理が施される。この信号処理部１１３から出力される処理後のデ
ジタル音声信号は、Ｄ／Ａ変換器１１４でデジタル信号からアナログ信号に変換され、音
量調整部１１５に供給される。音量調整部１１５では、アナログ音声信号の音量が、設定
された値で調整される。音量調整された音声信号はスピーカ１１６に供給され、スピーカ
１１６からは音声信号による音声が出力される。
【０１４５】
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　また、信号処理部１１３から出力される処理後のデジタル音声信号は、音声解析部１１
７に供給される。この音声解析部１１７では、デジタル音声信号に対して、音声解析が施
され、デジタル音声信号の特徴量が取得され、一時記録部１１８に供給され、予め設定さ
れた期間保持される。
【０１４６】
　次に、ユーザ（使用者）が音声によるコマンド入力の開始を、補聴器３１０の既定のボ
タンを操作する等して、補聴器３１０に指示した場合の動作を説明する。この場合、図示
しない制御部からのマンド開始信号がコマンド開始信号受信部１３０により受信される。
このコマンド開始信号受信部１３０からスイッチ部１３１に切り替え信号が供給され、ス
イッチ部１３１はＡ／Ｄ変換器１１２－１，１１２－２からのデジタル音声信号を複数音
声信号処理部１３２に供給する状態に切り替えられる。
【０１４７】
　複数音声信号処理部１３２では、２つの音声信号が、例えば、設計時に決定される複数
マイクの位置関係から位相差等が考慮され、指向性を使用者の前方に向くように、合成処
理される。この複数音声信号処理部１３２で処理された後の音声信号は、変換前音声信号
処理部１３３に供給される。
【０１４８】
　変換前音声信号処理部１３３では、複数音声信号処理部１３２から供給される音声信号
に対して、音声コマンド変換部１３４へ渡すための音声信号を作成する処理が行われる。
例えば、設計時に決められた周波数帯域、例えば、音声の周波数帯域（２００Ｈｚから３
ｋＨｚ）等の外を抑圧すること、設計時に決定されるサンプリング周波数へ変換すること
等が行われ、優勢な音声信号区間が、例えば音声信号の振幅強度等から特定される。
【０１４９】
　変換前音声信号処理部１３３で処理された音声信号は、音声コマンド変換部１３４に供
給される。この音声コマンド変換部１３４では、例えば、音声認識等の処理が行われ、音
声信号が音声コマンドに変換される。音声コマンド変換部１３４の変換結果は、音声コマ
ンド処理部１３５に送られる。音声コマンド処理部１３５では、音声コマンドへ変換でき
ていた場合には、調整パラメータ計算部１２０ａに音声コマンドが送られ、音声コマンド
へ変換できていなかった場合には、スイッチ部１３１に、信号処理部１１３側に切り替え
る制御信号が送られる。
【０１５０】
　調整パラメータ計算部１２０ａでは、音声コマンド処理部１３５から音声コマンドが送
られてくると、調整パラメータの算出が行われる。この場合、この音声コマンドと、一時
記録部１１８に記録されている時系列記録特徴量と、聴覚特性記録部１１９に記録されて
いる聴覚特性情報に基づいて、信号処理部１１３において音声信号（処理対象の音声信号
）を調整するための調整パラメータが算出される。この調整パラメータは、調整パラメー
タ更新部１２０ｂにより、信号処理部１１３に設定される。
【０１５１】
　このように調整パラメータ更新部１２０ｂで信号処理部１１３に調整パラメータが設定
された後、調整パラメータ更新部１２０ｂからスイッチ部１３１に、信号処理部１１３側
に切り替える制御信号が送られる。これにより、補聴器３１０は、上述した通常の動作状
態となり、信号処理部１１３では、新たに設定された調整パラメータによる信号処理が行
われる。
【０１５２】
　なお、上述したように、音声コマンド入力開始からコマンド処理が完了するまでの間は
、スイッチ部１３１が複数音声信号処理部１３２側に切り替えられているので、補聴処理
は停止される。しかし、常に信号処理部１１３に音声信号を供給する構成として、音声コ
マンド入力中も補聴処理が行われるようにするようにしてもよい。この場合、音声解析部
１１７、一時記録部１１８等は、停止することが望ましい。
【０１５３】
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　図２０のフローチャートは、補聴器３１０の処理の流れを示している。補聴器３１０は
、この処理を、周期的に、あるいは、ユーザによる明示的な指示により実行する。補聴器
３１０は、ステップＳＴ４１において、処理を開始する。そして、補聴器３１０は、ステ
ップＳＴ４２において、使用者によって音声コマンドの入力開始が指示されたかを判断す
る。補聴器３１０は、コマンド開始信号受信部１３０が音声コマンドの入力開始を指示す
る制御信号が受け取るとき、指示されたと判断する。指示された場合、補聴器３１０は、
ステップＳＴ４３の音声コマンド入力準備処理に移る。
【０１５４】
　補聴器３１０は、この音声コマンド入力準備処理において、音声コマンドの入力準備、
例えば、スイッチ部１１３の制御等を行う。そして、補聴器３１０は、ステップＳＴ４４
において、音声信号に対して変換前音声信号処理、つまり複数音声信号処理部１３２およ
び変換前音声信号処理部１３３における処理を行う。
【０１５５】
　次に、補聴器３１０は、ステップＳＴ４５において、ステップＳＴ４４で処理された音
声信号に対してコマンド変換処理を行う。補聴器３１０は、このコマンド変換処理におい
て、例えば、音声認識処理等を行い、音声信号を音声コマンドへ変換する。変換できなか
った場合には、音声コマンドが得られなかったとする処理を行う。
【０１５６】
　次に、補聴器３１０は、ステップＳＴ４６において、音声コマンドが認識できたか否か
を判断する。認識できた場合には、ステップＳＴ４７において、調整パラメータ算出処理
を行い、さらに、ステップＳＴ４８において、調整パラメータ反映処理を行う。このステ
ップＳＴ４８の後、補聴器３１０は、ステップＳＴ４９の音声コマンド終了処理に移る。
補聴器３１０は、この音声コマンド終了処理において、音声コマンドの終了処理、例えば
、スイッチ部１３１を信号処理部１１３側へ戻す等の処理を行う。
【０１５７】
　次に、補聴器３１０は、ステップＳＴ５０の音声信号処理に移る。上述のステップＳＴ
４２で音声コマンドの入力開始が指示されていなかった場合、直ちに、ステップＳＴ５０
の音声信号処理に移る。補聴器３１０は、この音声信号処理において、聞こえを改善する
ための音声信号処理を施し、図示しない系により、スピーカに出力する。
【０１５８】
　次に、補聴器３１０は、ステップＳＴ５１の音声信号解析処理に移る。補聴器３１０は
、この音声信号解析処理において、調整パラメータ算出処理で用いる特徴量を算出するた
めの音声信号解析処理を行う。補聴器３１０は、このステップＳＴ５１の処理の後に、ス
テップＳＴ５２の一時記録更新処理に移る。補聴器３１０は、ステップＳＴ５２の処理の
後、ステップＳＴ５３において、処理を終了する。
【０１５９】
　上述したように、図１８、図１９に示す補聴器３１０においては、ユーザは、補聴器３
１０における音（音量、音質など）の調整を、音に対する主観的感覚で行うことができ、
音に対して詳しい知識が無くても、自分の納得がいく調整が可能となる。また、この場合
、ユーザは主観表現されているコマンドの音声入力が可能であり、使い勝手の向上を図る
ことができる。
【０１６０】
　なお、入力される音声は、コマンド名そのものでも良いが、使用者が任意に割り当てた
略称等でも良く、この場合、使用者により事前に設定され、図示されない記録領域に記録
され、音声コマンド変換処理で、参照されるようにすればよい。
【０１６１】
　＜４．第４の実施の形態＞
　［補聴器の構成］
　図２１は、第４の実施の形態としての一対の補聴器４１０Ｌ，４１０Ｒを示している。
補聴器４１０Ｌと補聴器４１０Ｒは有線接続されて相互通信が可能とされる。これらの補
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聴器４１０Ｌ，４１０Ｒも、上述の第３の実施の形態における補聴器３１０と同様に、音
声コマンドの入力を可能としたものである。この実施の形態において、各補聴器には、マ
イクロホンが１つ付いており、上述の第３の実施の形態と同様に、音声コマンドの入力開
始は、使用者によって指示される。
【０１６２】
　また、２つの補聴器は、主と副の関係にあり、音声コマンドの入力が開始されると、副
の補聴器への音声入力は、主の補聴器へと送信され、主の補聴器により、音声コマンド変
換がなされ、認識されたコマンドが、副の補聴器へ戻される。この実施の形態においては
、ユーザが音声コマンドの入力を指示した方の補聴器が主となる。
【０１６３】
　なお、この実施の形態では、２つの補聴器の間の通信が有線で行われるものを示すが、
実現可能な適当な手法によりなされれば良く、無線で通信しても良いことは言うまでもな
い。また、２つの補聴器が共に主の動作を行っても良く、その場合には、お互いに音声信
号を送信することとし、認識したコマンドは戻す必要が無くなる。
【０１６４】
　図２２は、補聴器４１０Ｌ，４１０Ｒの構成例を示している。この図２２において、図
１、図１９と対応する部分には同一符号を付し、適宜、その詳細説明は省略する。図２２
（ａ）は、補聴器４１０Ｌ，４１０Ｒのうちの一方の補聴器４１０ａの構成例を示してい
る。また、図２２（ｂ）は、聴器４１０Ｌ，４１０Ｒのうちの他方の補聴器４１０ｂの構
成例を示している。
【０１６５】
　補聴器４１０ａは、１つのマイクロホン１１１と、Ａ／Ｄ変換器（ＡＤＣ）１１２と、
信号処理部１１３と、Ｄ／Ａ変換器（ＤＡＣ）１１４と、音量調整部１１５と、スピーカ
１１６を有している。また、補聴器４１０ａは、音声解析部１１７と、一時記録部１１８
と、聴覚特性記録部１１９と、調整パラメータ計算部１２０ａと、調整パラメータ更新部
１２０ｂを有している。また、補聴器３１０は、複数音声信号処理部１３２と、変換前音
声信号処理部１３３と、音声コマンド変換部１３４と、音声コマンド処理部１３５と、ス
イッチ部１３６と、副音声信号送受信部１３７と、コマンド開始信号送受信部１３８と、
音声コマンド送受信部１３９を有している。
【０１６６】
　スイッチ部１３６は、Ａ／Ｄ変換器１１２から出力されるデジタル音声信号を、複数音
声信号処理部１３２または副音声信号送受信部１３７に選択的に供給する。コマンド開始
信号送受信部１３８は、ユーザ操作による音声コマンドの入力開始を指示する制御信号を
受け取るとき、音声によるコマンド入力の準備を開始する。ユーザは、補聴器４１０ａの
規定のボタンを操作することで、音声コマンドの入力開始を指示できる。
【０１６７】
　また、コマンド開始信号送受信部１３８は、この開始指示の制御信号を受け取るとき、
自身の補聴器４１０ａが「主」であることを設定し、「副」となる他方の補聴器４１０ｂ
に音声コマンド入力開始を指示する制御信号を送信する。コマンド開始信号送受信部１３
８は、このとき、スイッチ部１３６に切り替え信号を供給し、ｃ側からａ側に接続切り替
えが行われるようにする。すなわち、Ａ／Ｄ変換器１１２からのデジタル音声信号が複数
音声信号処理部１３２に供給される状態にする。また、コマンド開始信号送受信部１３８
は、このとき、副音声信号受信部１３７に受信を指示する制御信号を送る。さらに、この
とき、コマンド開始信号送受信部１３８は、音声コマンド処理部１３５および音声コマン
ド送受信部１３９に、音声コマンドの送信を指示する制御信号を送る。
【０１６８】
　また、コマンド開始信号送受信部１３８は、他方の補聴器４１０ｂから音声コマンドの
入力開始を指示する制御信号を受け取るとき、音声によるコマンド入力の準備を開始する
。コマンド開始信号送受信部１３８は、この開始指示の制御信号を受け取るとき、自身の
補聴器４１０ａが「副」であることを設定する。コマンド開始信号送受信部１３８は、こ
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のとき、スイッチ部１３６に切り替え信号を供給し、ｃ側からｂ側に接続切り替えが行わ
れるようにする。すなわち、Ａ／Ｄ変換器１１２からのデジタル音声信号が副音声信号送
受信部１３７に供給される状態にする。また、コマンド開始信号送受信部１３８は、この
とき、副音声信号受信部１３７に送信を指示する制御信号を送る。さらに、このとき、コ
マンド開始信号送受信部１３８は、音声コマンド処理部１３５および音声コマンド送受信
部１３９に、音声コマンドの受信を指示する制御信号を送る。
【０１６９】
　副音声信号送受信部１３７は、他方の補聴器４１０ｂからの音声信号の受信あるいは他
方の補聴器４１０ｂへの音声信号の送信を行う。すなわち、副音声信号送受信部１３７は
、コマンド開始信号送受信部１３８から受信を指示する制御信号が送られてくるとき、他
方の補聴器４１０ｂからの音声信号を受信する構成となり、受信した音声信号を複数音声
信号処理部１３２に送る。また、副音声信号送受信部１３７は、コマンド開始信号送受信
部１３８から送信を指示する制御信号が送られてくるとき、他方の補聴器４１０ｂに音声
信号を送信する構成となり、スイッチ部１３６から供給される音声信号を他方の補聴器４
１０ｂに送る。
【０１７０】
　音声コマンド送受信部１３９は、他方の補聴器４１０ｂへの音声コマンドの送信あるい
は他方の補聴器４１０ｂからの音声コマンドの受信を行う。すなわち、音声コマンド送受
信部１３９は、コマンド開始信号送受信部１３８から送信を指示する制御信号が送られて
くるとき、他方の補聴器４１０ｂに音声コマンドを送信する構成となり、音声コマンド処
理部１３５からの音声コマンド、あるいは変換できなかったことを示すコマンドを他方の
補聴器４１０ｂに送る。また、音声コマンド送受信部１３９は、コマンド開始信号送受信
部１３８から受信を指示する制御信号が送られてくるとき、他方の補聴器４１０ｂから音
声信号を受信する構成となる。そして、他方の補聴器４１０ｂから音声コマンドを受信し
、音声コマンド処理部１３５に送る。
【０１７１】
　音声コマンド処理部１３５は、調整パラメータ計算部１２０ａへの音声コマンドの供給
および他方の補聴器４１０ｂに対する音声コマンドの送受信を処理する。音声コマンド処
理部１３５は、コマンド開始信号送受信部１３８から送信を指示する制御信号が送られて
くるとき、音声コマンド変換部１３４における音声コマンドの変換の結果に応じた処理を
行う。すなわち、コマンド変換ができていた場合には、音声コマンドを、調整パラメータ
計算部１２０ａおよび音声コマンド送受信部１３９に送る。一方、変換できていなかった
場合には、変換できなかったことを示すコマンドを調整パラメータ計算部１２０ａおよび
音声コマンド送受信部１３９に送ると共に、スイッチ部１３６にｃ側に切り替えるための
制御信号を送る。また、音声コマンド処理部１３５は、コマンド開始信号送受信部１３８
から受信を指示する制御信号が送られてくるとき、音声コマンド送受信部１３９で受信さ
れた音声コマンドを調整パラメータ計算部１２０ａに送る。
【０１７２】
　図２２（ａ）に示す補聴器４１０ａのその他は、図１９に示す補聴器３１０と同様に構
成される。なお、図２２（ｂ）に示す補聴器４１０ｂは、上述した補聴器４１０ａと同様
の構成であるので、その説明は省略する。
【０１７３】
　補聴器４１０ａ，４１０ｂの通常の動作を説明する。周囲の音はマイクロホン１１１で
収音され、このマイクロホン１１１からは収音された音に対応したアナログ音声信号が得
られる。このアナログ音声信号は、Ａ／Ｄ変換器１１２でアナログ信号からデジタル信号
に変換され、信号処理部１１３に供給される。
【０１７４】
　信号処理部１１３では、デジタル音声信号に対して、予め設定された音声信号処理が施
される。この信号処理部１１３から出力される処理後のデジタル音声信号は、Ｄ／Ａ変換
器１１４でデジタル信号からアナログ信号に変換され、音量調整部１１５に供給される。
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音量調整部１１５では、アナログ音声信号の音量が、設定された値で調整される。音量調
整された音声信号はスピーカ１１６に供給され、スピーカ１１６からは音声信号による音
声が出力される。
【０１７５】
　また、信号処理部１１３から出力される処理後のデジタル音声信号は、音声解析部１１
７に供給される。この音声解析部１１７では、デジタル音声信号に対して、音声解析が施
され、デジタル音声信号の特徴量が取得され、一時記録部１１８に供給され、予め設定さ
れた期間保持される。
【０１７６】
　次に、ユーザ（使用者）が音声によるコマンド入力の開始を、既定のボタンを操作する
等して、補聴器４１０ａあるいは補聴器４１０ｂに指示した場合の動作を説明する。ここ
では、ユーザによる音声コマンド入力の開始指示が補聴器４１０ａにおいてなされた場合
について説明する。
【０１７７】
　最初に、補聴器４１０ａの動作を説明する。この場合、コマンド開始信号送受信部１３
８でユーザ操作による音声コマンドの入力開始を指示する制御信号が受け取られ、音声に
よるコマンド入力の準備が開始される。この場合、コマンド開始信号送受信部１３８によ
り、自身の補聴器４１０ａが「主」であることが設定される共に、「副」となる他方の補
聴器４１０ｂに音声コマンド入力開始を指示する制御信号が送信される。
【０１７８】
　また、この場合、コマンド開始信号送受信部１３８からスイッチ部１３６に切り替え信
号が供給され、スイッチ部１３６はｃ側からａ側に接続切り替えが行われ、Ａ／Ｄ変換器
１１２からのデジタル音声信号（主音声信号）が複数音声信号処理部１３２に供給される
状態とされる。また、この場合、コマンド開始信号送受信部１３８から副音声信号受信部
１３７に受信を指示する制御信号が送られ、補聴器４１０ｂから送られてくる音声信号を
受信する状態とされる。さらに、この場合、コマンド開始信号送受信部１３８から音声コ
マンド処理部１３５および音声コマンド送受信部１３９に音声コマンドの送信を指示する
制御信号が送られ、補聴器４１０ｂに音声コマンドを送信する状態とされる。
【０１７９】
　副音声信号送受信部１３７で受信される補聴器４１０ｂからの音声信号（副音声信号）
は、複数音声信号処理部１３２に供給される。この複数音声信号処理部１３２では、補聴
器４１０ａ，４１０ｂの２つのマイクロホン１１１からの音声信号（主音声信号、副音声
信号）が、例えば、設計時に決定される２つのマイクの位置関係から位相差等が考慮され
、指向性を使用者の前方に向くように、合成処理される。この複数音声信号処理部１３２
で処理された後の音声信号は、変換前音声信号処理部１３３に供給される。
【０１８０】
　変換前音声信号処理部１３３では、複数音声信号処理部１３２から供給される音声信号
に対して、音声コマンド変換部１３４へ渡すための音声信号を作成する処理が行われる。
例えば、設計時に決められた周波数帯域、例えば、音声の周波数帯域（２００Ｈｚから３
ｋＨｚ）等の外を抑圧すること、設計時に決定されるサンプリング周波数へ変換すること
等が行われ、優勢な音声信号区間が、例えば音声信号の振幅強度等から特定される。
【０１８１】
　変換前音声信号処理部１３３で処理された音声信号は、音声コマンド変換部１３４に供
給される。この音声コマンド変換部１３４では、例えば、音声認識等の処理が行われ、音
声信号が音声コマンドに変換される。音声コマンド変換部１３４の変換結果は、音声コマ
ンド処理部１３５に送られる。音声コマンド処理部１３５では、音声コマンドへ変換でき
ていた場合には、調整パラメータ計算部１２０ａに音声コマンドを送ることが行われる。
この場合、音声コマンド送受信部１３９にも音声コマンドが送られ、この音声コマンドが
補聴器４１０ｂに送信される。一方、音声コマンド処理部１３５では、音声コマンドへ変
換できていなかった場合には、変換できなかったことを示すコマンドが調整パラメータ計
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算部１２０ａおよび音声コマンド送受信部１３９に送ることが行われる。また、この場合
、音声コマンド処理部１３５では、スイッチ部１３１にｃ側に切り替える制御信号を送る
ことが行われ、スイッチ部１３６はｃ側に切り替えられ、通常の状態とされる。
【０１８２】
　調整パラメータ計算部１２０ａでは、音声コマンド処理部１３５から音声コマンドが送
られてくると、調整パラメータの算出が行われる。この場合、この音声コマンドと、一時
記録部１１８に記録されている時系列記録特徴量と、聴覚特性記録部１１９に記録されて
いる聴覚特性情報に基づいて、信号処理部１１３において音声信号（処理対象の音声信号
）を調整するための調整パラメータが算出される。この調整パラメータは、調整パラメー
タ更新部１２０ｂにより、信号処理部１１３に設定される。
【０１８３】
　このように調整パラメータ更新部１２０ｂで信号処理部１１３に調整パラメータが設定
された後、調整パラメータ更新部１２０ｂからスイッチ部１３６に、ｃ側に切り替える制
御信号が送られる。これにより、補聴器４１０ａは、上述した通常の動作状態となり、信
号処理部１１３では、新たに設定された調整パラメータによる信号処理が行われる。
【０１８４】
　次に、補聴器４１０ｂの動作を説明する。この場合、コマンド開始信号送受信部１３８
で、補聴器４１０ａからの音声コマンドの入力開始を指示する制御信号が受け取られ、音
声によるコマンド入力の準備が開始される。この場合、コマンド開始信号送受信部１３８
により、自身の補聴器４１０ｂが「副」であることが設定される。
【０１８５】
　また、この場合、コマンド開始信号送受信部１３８からスイッチ部１３６に切り替え信
号が供給され、スイッチ部１３６はｃ側からｂ側に接続切り替えが行われ、Ａ／Ｄ変換器
１１２からのデジタル音声信号（主音声信号）が副音声信号送受信部１３７に供給される
状態とされる。また、この場合、コマンド開始信号送受信部１３８から副音声信号受信部
１３７に送信を指示する制御信号が送られ、スイッチ部１３６から供給される音声信号が
補聴器４１０ａに送信される状態となる。
【０１８６】
　さらに、この場合、コマンド開始信号送受信部１３８から音声コマンド処理部１３５お
よび音声コマンド送受信部１３９に音声コマンドの受信を指示する制御信号が送られ、補
聴器４１０ａから音声コマンドを受信する状態とされる。なお、この場合、複数音声信号
処理部１３２、変換前音声信号処理部１３３および音声コマンド変換部１３４は動作しな
い。
【０１８７】
　音声コマンド送受信部１３９では、補聴器４１０ａから送信されてくる音声コマンド、
あるいは変換できなかったことを示すコマンドが受信される。音声コマンドは、音声コマ
ンド処理部１３５を通じて、調整パラメータ計算部１２０ａに送られる。一方、変換でき
なかったことを示すコマンドは、音声コマンド処理部１３５に送られる。音声コマンド処
理部１３５では、この変換できなかったことを示すコマンドがトリガとなり、スイッチ部
１３６にｃ側に切り替える制御信号を送ることが行われ、スイッチ部１３６はｃ側に切り
替えられ、通常の状態とされる。
【０１８８】
　調整パラメータ計算部１２０ａでは、音声コマンド処理部１３５から音声コマンドが送
られてくると、調整パラメータの算出が行われる。この場合、この音声コマンドと、一時
記録部１１８に記録されている時系列記録特徴量と、聴覚特性記録部１１９に記録されて
いる聴覚特性情報に基づいて、信号処理部１１３において音声信号（処理対象の音声信号
）を調整するための調整パラメータが算出される。この調整パラメータは、調整パラメー
タ更新部１２０ｂにより、信号処理部１１３に設定される。
【０１８９】
　このように調整パラメータ更新部１２０ｂで信号処理部１１３に調整パラメータが設定
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された後、調整パラメータ更新部１２０ｂからスイッチ部１３６に、ｃ側に切り替える制
御信号が送られる。これにより、補聴器４１０ｂは、上述した通常の動作状態となり、信
号処理部１１３では、新たに設定された調整パラメータによる信号処理が行われる。
【０１９０】
　図２３のフローチャートは、補聴器４１０（４１０ａ，４１０ｂ）の処理の流れを示し
ている。補聴器４１０は、この処理を、周期的に、あるいは、ユーザによる明示的な指示
により実行する。補聴器４１０は、ステップＳＴ６１において、処理を開始する。そして
、補聴器４１０は、ステップＳＴ６２において、使用者により音声コマンドの入力開始が
指示されたか否かを判断する。補聴器４１０は、コマンド開始信号送受信部１３８が音声
コマンドの入力開始を指示する制御信号が受け取るとき、指示されたと判断する。指示さ
れた場合、補聴器４１０は、ステップＳＴ６３の音声コマンド入力準備処理に移る。
【０１９１】
　補聴器４１０は、この音声コマンド入力準備処理において、音声コマンドの入力準備、
例えば、スイッチ部１１３の制御等を行うと共に、「主」または「副」の設定を行う。補
聴器４１０は、自身の補聴器で行われたユーザ操作による音声コマンドの入力開始を指示
する制御信号を受け取るとき「主」の設定を行い、他方の補聴器から音声コマンドの入力
開始を指示する制御信号を受け取るとき、「副」の設定を行う。
【０１９２】
　次に、補聴器４１０は、ステップＳＴ６４において、「主」の補聴器であるか、副の補
聴器であるかを判断する。「主」の補聴器であるときは、ステップＳＴ６５の処理に移る
。このステップＳＴ６５において、補聴器４１０は、他方の補聴器から音声信号（副音声
信号）を受信する。そして、補聴器４１０は、ステップＳＴ６６において、音声信号に対
して変換前音声信号処理、つまり複数音声信号処理部１３２および変換前音声信号処理部
１３３における処理を行う。
【０１９３】
　次に、補聴器４１０は、ステップＳＴ６７において、ステップＳＴ６６で処理された音
声信号に対してコマンド変換処理を行う。補聴器３１０は、このコマンド変換処理におい
て、例えば、音声認識処理等を行い、音声信号を音声コマンドへ変換する。変換できなか
った場合には、音声コマンドが得られなかったとする処理を行う。そして、補聴器４１０
は、ステップＳＴ６８において、変換された音声コマンドを他方の補聴器に送信する。補
聴器４１０は、このステップＳＴ６８の処理の後、ステップＳＴ７１の処理に移る。
【０１９４】
　上述のステップＳＴ６４で「副」の補聴器であるときは、ステップＳＴ６９の処理に移
る。このステップＳＴ６５において、補聴器４１は、他方の補聴器に音声信号（副音声信
号）を送信する。そして、補聴器４１０は、ステップＳＴ７０において、音声コマンドを
他方の補聴器から受信する。補聴器４１０は、このステップＳＴ７０の処理の後、ステッ
プＳＴ７１の処理に移る。
【０１９５】
　補聴器４１０は、ステップＳＴ７１において、音声コマンドが認識できたか否かを判断
する。認識できた場合には、ステップＳＴ７２において、調整パラメータ算出処理を行い
、さらに、ステップＳＴ７３において、調整パラメータ反映処理を行う。このステップＳ
Ｔ７３の後、補聴器４１０は、ステップＳＴ７４の音声コマンド終了処理に移る。補聴器
４１０は、ステップＳＴ７１で音声コマンドを認識できなかった場合は、直ちに、ステッ
プＳＴ７４の音声コマンド終了処理を行う。補聴器４１０は、この音声コマンド終了処理
において、音声コマンドの終了処理、例えば、スイッチ部１３６をｃ側に戻す等の処理を
行う。
【０１９６】
　次に、補聴器４１０は、ステップＳＴ７５の音声信号処理に移る。上述のステップＳＴ
６２で音声コマンドの入力開始が指示されていなかった場合、直ちに、ステップＳＴ７５
の音声信号処理に移る。補聴器４１０は、この音声信号処理において、聞こえを改善する
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ための音声信号処理を施し、図示しない系により、スピーカに出力する。
【０１９７】
　次に、補聴器４１０は、ステップＳＴ７６の音声信号解析処理に移る。補聴器４１０は
、この音声信号解析処理において、調整パラメータ算出処理で用いる特徴量を算出するた
めの音声信号解析処理を行う。補聴器４１０は、このステップＳＴ７６の処理の後に、ス
テップＳＴ７７の一時記録更新処理に移る。補聴器４１０は、ステップＳＴ７７の処理の
後、ステップＳＴ７８において、処理を終了する。
【０１９８】
　上述したように、図２１、図２２に示す補聴器４１０Ｌ，４１０Ｒ（４１０ａ，４１０
ｂ）においては、ユーザは、補聴器４１０Ｌ，４１０Ｒにおける音（音量、音質など）の
調整を、音に対する主観的感覚で行うことができ、音に対して詳しい知識が無くても、自
分の納得がいく調整が可能となる。また、この場合、ユーザは主観表現されているコマン
ドの音声入力が可能であり、使い勝手の向上を図ることができる。また、この場合、補聴
器４１０Ｌ，４１０Ｒの一方でのみ音声コマンドを得る処理が行われるため、他方では処
理負荷の軽減、消費電力の低減を図ることができる。
【０１９９】
　なお、上述の説明では、補聴器４１０Ｌ，４１０Ｒの間は有線接続されて通信されるこ
としたが、実現可能な無線通信であっても良い。その場合、送受信される副音声信号は、
サンプリングレートを下げて通信帯域が狭くても伝送できるようにすることが望ましい。
その場合、関連する処理もサンプリングレートを下げた音声信号で動作するように設計さ
れれば良い。
【０２００】
　また、上述の説明では、調整パラメータは各補聴器で計算され、各々設定されるように
記載したが、同じ設定がされるように、調整パラメータを計算後に通信させても良いこと
は言うまでもない。
【０２０１】
　また、上述の説明では、調整パラメータを設定後、保存していないが、調整パラメータ
とそのパラメータを得た時の音声信号の特徴量を組（セット）にして保存するようにし、
入力音声信号の特徴量から、最も相関の高い特徴量と組みになっている調整パラメータを
自動的に設定するようにしても良い。さらには、ＧＰＳ等の位置情報と共に保存し、次回
その位置に近づいた時に自動的に組みになっている調整パラメータを設定するような工夫
があっても良い。
【０２０２】
　また、上述説明では、補聴器に付随するボタン操作により、音声コマンド入力を使用者
に指示させた、しかし、例えば、特開２０１１－１２３７５１等に記載されるように、補
聴器本体を既定されたパターンで叩くことで入力開始を指示させても良いし、さらに、コ
マンド入力させても良い。
【０２０３】
　＜５．第５の実施の形態＞
　［通信システムの構成］
　電話等、通信路を介した会話を行う場合、音声を聞き取り易くする方法として、これま
では、相手の電話等の通信機器で、通信路の通信帯域に収まるように、最適に情報削減さ
れた音声を処理していた。しかし、本技術の場合、聞こえない状況を主観的感覚で通話相
手に伝えることで、通話相手の機器側で、送られてきた主観的感覚を適切に判断し調整を
行う。これにより、情報削減前の音声に対して処理が行えるようになり、聞いている側の
要求に応じた聞こえの改善を施すことが可能となる。
【０２０４】
　図２４は、第５の実施の形態としての通信システム５０の構成例を示している。この通
信システム５０は、携帯電話５１０Ａと携帯電話５１０Ｂにより構成されている。この例
では、携帯電話５１０Ａと携帯電話５１０Ｂで通話しているときに、携帯電話５１０Ａの
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話者が聞こえを調整するために、携帯電話５１０Ａの画面に調整用のメニューを表示して
いる例である。
【０２０５】
　携帯電話５１０Ａの話者は、聞こえを調整するために、例えば、「こもっている」を選
択した場合、携帯電話５１０Ａ側でも調整は行われるが、「こもっている」コマンドが携
帯電話５１０Ｂへ送信される。そして、受信した携帯電話５１０Ｂでは、携帯電話５１０
Ｂの特徴、例えば、送信音声の帯域幅や、通話用のマイク特性等と、受信したコマンドに
応じて送信音声の調整を行う。
【０２０６】
　図２５は、携帯電話５１０（５１０Ａ，５１０Ｂ）の構成例を示している。この構成例
は、第１の実施の形態で示したマイクロホンで音を収音して処理する例と、第２の実施の
形態で示したテレビ受信機（再生機器）を主観的に調整する例で示したブロック図が合わ
さったような構成となっており、調整コマンドが、通話相手から送られてくるという特徴
を持っている。
【０２０７】
　この携帯電話５１０は、マイクロホン５１１と、Ａ／Ｄ変換器５１２と、入力音声用信
号処理部５１３と、エンコード処理部５１４と、音声情報・コマンド送信部５１５と、ア
ンテナ５１６を有している。また、この携帯電話５１０は、入力音声解析部５１７と、入
力音声特徴量一時記憶部５１８と、入力音声調整パラメータ計算部５１９と、機器特性記
録部５２０を有している。
【０２０８】
　また、この携帯電話５１０は、アンテナ５３１と、音声情報・コマンド受信部５３２と
、デコード処理部５３３と、出力音声用信号処理部５３４と、Ｄ／Ａ変換器５３５と、音
量調整部５３６と、スピーカ５３７を有している。また、この携帯電話５１０は、出力音
声解析部５３８と、出力音声特徴量一時記録部５３９と、出力音声調整パラメータ計算部
５４０と、コマンド入力受付部５４１を有している。
【０２０９】
　マイクロホン５１１は周囲音を収音して音声信号を得る。Ａ／Ｄ変換器５１２は、マイ
クロホン５１１で得られた音声信号をアナログ信号からデジタル信号に変換する。入力音
声信号処理部５１３は、Ａ／Ｄ変換器５１２で得られた音声信号（処理対象の音声信号）
に種々の処理、例えば、ＡＧＣ処理、ノイズ低減処理、音声強調処理などを行う。エンコ
ード処理部５１４は、処理後の音声信号を通信するためのエンコード処理を施す。音声情
報・コマンド送信部５１５は、エンコード済みの音声信号をアンテナ５１６より通信路に
送出する。
【０２１０】
　入力音声解析部５１７は、図２（ａ）に示す音声解析部１１７と同様に、入力音声用信
号処理部５１３から出力されるデジタル音声信号に対して、音声解析を施して特徴量を取
得する。入力音声特徴量一時記録部５１８は、図２（ａ）に示す一時記録部１１８と同様
に、入力音声解析部５１７で取得された特徴量を一時的に記録する、つまり予め設定され
た期間保持する。
【０２１１】
　機器特性記録部５２０は、マイクロホン５１１の特性と、スピーカ５３７の特性を、個
別パラメータとして記録する。これらの特性は、事前に測定され、機器特性記録部５２０
に記録される。入力音声調整パラメータ計算部５１９は、音声情報・コマンド受信部５３
２で取得されたコマンドと、入力音声特徴量一時記録部５１８に記録されている処理対象
の音声信号の特徴量と、機器特性記録部５２０に記録されているマイクロホン特性に基づ
いて、入力音声用信号処理部５１３において音声信号を調整するための調整パラメータ（
入力音声調整パラメータ）を算出する。
【０２１２】
　音声情報・コマンド受信部５３２は、アンテナ５３１の受信情報を復号化し、エンコー
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ド済み音声信号やコマンド（調整用コマンド）を取得する。デコード処理部５３３は、音
声情報・コマンド受信部５３２で取得されたエンコード済み音声信号をデコードして受信
音声信号を得る。出力音声用信号処理部５３４は、デコード処理部５３３で得られた受信
音声信号に対して、種々の処理、例えば、帯域拡張処理、話速変換処理、ノイズ抑圧処理
などを行う。Ｄ／Ａ変換器５３５は、出力音声用信号処理部５３４から出力される音声信
号を、デジタル信号からアナログ信号に変換する。音量調整部５３６は、Ｄ／Ａ変換部５
３５で得られた音声信号の音量を、設定された値で調整して、スピーカ５３７に出力する
。
【０２１３】
　出力音声解析部５３８は、図２（ａ）に示す音声解析部１１７と同様に、出力音声用信
号処理部５３４から出力されるデジタル音声信号に対して、音声解析を施して特徴量を取
得する。出力音声特徴量一時記録部５３９は、図２（ａ）に示す一時記録部１１８と同様
に、出力音声解析部５３８で取得された特徴量を一時的に記録する、つまり予め設定され
た期間保持する。出力音声調整パラメータ計算部５４０は、コマンド入力受付部５４１で
受け付けられたコマンドと、入力音声特徴量一時記録部５３９に記録されている処理対象
の音声信号の特徴量と、機器特性記録部５２０に記録されているスピーカ特性に基づいて
、出力音声用信号処理部５３４において音声信号を調整するための調整パラメータ（出力
音声調整パラメータ）を算出する。
【０２１４】
　携帯電話５１０の送話時の基本的な動作を説明する。マイクロホン５１１で得られたア
ナログ音声信号は、Ａ／Ｄ変換器５１２でデジタル音声信号に変換され、入力音声用信号
処理部５１３に送られる。この入力音声用信号処理部５１３では、送られてきたデジタル
音声信号に対して、既定の音声加工処理、例えば、ノイズ抑圧処理や、フォルマント強調
処理等を施し、エンコード処理部５１４および入力音声解析部５１７に送られる。
【０２１５】
　エンコード処理部５１４では、送られてきたデジタル音声信号を通信するためにエンコ
ード処理が施され、音声情報・コマンド送信部５１５に送られる。この音声情報・コマン
ド送信部５１５では、送られてきたエンコード済み音声信号がアンテナ５１６より通信路
へ送出することが行われる。一方、入力音声解析部５１７では、送られてきたデジタル音
声信号に対して、解析処理が行われ、特徴量が算出される。この特徴量は、入力音声特徴
量一時記録部５１８に供給され、予め設定された期間保持される。
【０２１６】
　次に、携帯電話５１０の受話時の基本的な動作を説明する。アンテナ５３１で受信され
た情報は、音声情報・コマンド受信部５３２に送られる。この音声情報・コマンド受信部
５３２では、送られてきた情報が復号化される。音声信号で有れば、デコード処理部５３
３に送られ、相手側から送られてきた調整用コマンドで有れば、入力音声調整パラメータ
計算部５１９に送られる。
【０２１７】
　デコード処理部５３３では、送られてきたエンコード済み音声信号がデコードされ、出
力音声用信号処理部５３４に送られる。この出力音声信号処理部５３４では、送られてき
たデジタル音声信号に対して、例えば、帯域拡張処理や、話速変換処理や、ノイズ抑圧処
理等が行われる、Ｄ／Ａ変換器５３５および出力音声解析部５３８に送られる。
【０２１８】
　Ｄ／Ａ変換器５３５では、送られてきたデジタル音声信号をアナログ音声信号に変換さ
れ、音量調整部５３６で音量が調整された後、スピーカ５３７からそれによる音声が出力
される。一方、出力音声解析部５３８では、送られてきたデジタル音声信号に対して、解
析処理が行われ、特徴量が算出される。この特徴量は、出力音声特徴量一時記録部５３９
に供給され、予め設定された期間保持される。
【０２１９】
　なお、上述では、説明の簡単のために、音声解析部５１７，５３８と、一時記録部５１
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８，５３９は常に動作するとしたが、上述の第１の実施の形態で説明したように、この限
りで無いことは言うまでもない。
【０２２０】
　次に、調整を伴う場合の動作を説明する。ユーザ（使用者）が表示部に表示されている
主観的感覚のボタンをタッチする等してコマンド入力受付部５４１で受け付けられたコマ
ンドは、出力音声調整パラメータ計算部５４０に送られる。この出力音声調整パラメータ
計算部５４０では、送られてきたコマンドと、出力音声特徴量一時記録部５３９に記録さ
れている時系列記録特徴量と、機器特性記録部５２０に記録されているスピーカ特性が取
得され、解析されることで、出力音声用信号処理部５３４を調整する調整パラメータが算
出される。
【０２２１】
　出力音声調整パラメータ計算部５４０では、例えば、「声がはっきり聞こえない」とい
うコマンドが送られてきた場合には、以下のような調整パラメータが算出される。例えば
、算出時系列記録特徴量に記録されたケプストラム係数や、その差分情報から、ノイズ性
の音なのかが判断され、ノイズ性の場合には、ノイズ抑圧処理を強くするような調整パラ
メータが算出される。また、例えば、音声帯域よりも高域に信号が集中している場合には
、音声帯域よりも上を削除し、代わりに帯域拡張処理で置き換える様な調整パラメータが
算出される。また、例えば、ピッチ情報から音声と判断出来る場合には、話速変換処理で
遅く再生される様に調整パラメータが算出される。
【０２２２】
　このように算出された調整パラメータは、出力音声用信号処理部５３４に設定される。
そのため、出力音声用信号処理部５３４では、設定された調整用パラメータに応じて、各
信号処理が調整される。すなわち、受信音声信号の音（音量、音質など）が調整用パラメ
ータで調整される。
【０２２３】
　コマンド入力受付部５４１で受け付けられたコマンドは、音声情報・コマンド送信部５
１５に送られ、通信路を介して、通話相手に送信される。通話相手では、送信されたコマ
ンドが、アンテナ５３１で受信され、音声情報・コマンド受信部５３２に送られる。この
音声情報・コマンド受信部５３２では、このコマンドが取り出されて入力音声調整パラメ
ータを算出部５１９に送られる。
【０２２４】
　この入力音声調整パラメータを算出部５１９では、送られてきたコマンドと、入力音声
特徴量一時記録部５１８に記録されている時系列記録特徴量と、機器特性記録部５２０に
記録されているマイクロホン特性が取得されて解析され、入力音声用信号処理部５１３を
調整する調整パラメータが算出される。
【０２２５】
　入力音声調整パラメータ計算部５１９では、例えば、「声がはっきり聞こえない」とい
うコマンドが送られてきた場合には、以下のような調整パラメータが算出される。例えば
、ピッチ情報から、音声信号の帯域外の信号を抑圧しておき、エンコード処理で、より音
声帯域にビットが割り振られるような信号処理を施し、さらにエンコード処理部５１４の
帯域設定等も調整するようなパラメータが算出される。また、例えば、マイク感度を下げ
て、マイク周囲の音のみ集音するようにして、入力音声用信号処理部５１３で、音声帯域
を増幅するような調整パラメータが算出される。
【０２２６】
　上述したように、図２４に示す通信システム５０においては、送信するコマンドを解釈
するのが受信端末となるため、通話相手の機器特性や、備わっている信号処理が未知でも
、音調整のコマンドを送ることができる。また、受信側では、ノイズ抑圧処理等が、エン
コード前に行えるなど、効果的に処理できるようになる。
【０２２７】
　＜６．変形例＞
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　なお、上述の各実施の形態において、ユーザ（使用者）の入力に対して、機器が問い返
すような工夫がされていても良い。例えば、音声により、最初は、「いかがですか？」と
し、２回目以降は、使用者の入力に応じて、「もうすこしですか？」等、調整具合を問い
合わせる様な工夫があってもよく、更に、ユーザも最初は、コマンドを入力するが、２回
目以降では、「もっと」や「もう少し強く」や「もう少し弱く」など、程度を意味するコ
マンドにより、入力出来るような工夫があっても良い。さらに、ディスプレイや、タッチ
パネルなどの表示部を備える機器では、音声による問い返しと共に、表情を付けた反応を
返す等の工夫があっても良い。例えば、コンピュータグラフィック（ＣＧ）等で顔を表示
して連動させ、あるいは変化具合を印象できる表示を行う等を行うと良い。
【０２２８】
　また、上述の実施の形態においては、音声信号を解析して得られた特徴量を加味してコ
マンドに対応した調整パラメータを算出して使用する例を示した。しかし、主観的表現の
コマンドに応じてプリセットされている調整パラメータから所定の調整パラメータを選択
的に取り出して使用する構成も考えられる。この場合にあっても、ユーザ（使用者）は、
音（音量、音質など）の調整を、音に対する主観的感覚で行うことができ、音に対して詳
しい知識が無くても、自分の納得がいく調整が可能となる。
【０２２９】
　また、上述の実施の形態においては、主観的表現のコマンドで音響機器における音（音
量、音質など）を調整する例を示した。しかし、音響機器以外の機器における調整にも本
技術を適用できることは明らかである。例えば、エアコンの温度・湿度調整などにも応用
できる。
【０２３０】
　また、本技術は、以下のような構成も取ることができる。
　（１）主観的に表現され、音響信号に対する制御に関連する選択肢を提示する提示制御
部と、
　上記提示された選択肢から選択された所定の選択肢を出力する出力部とを備える
　信号処理装置。
　（２）上記提示制御部は、
　上記選択された選択肢あるいは処理対象の音響信号の特徴量に応じて、上記提示する選
択肢の表示態様を変更する
　前記（１）に記載の信号処理装置。
　（３）上記提示される選択肢は、
　解消すべき主観的感覚および／または主観的要求である
　前記（１）または（２）に記載の信号処理装置。
　（４）事前に測定された個別パラメータ、上記選択された所定の選択肢および処理対象
の音響信号の特徴量に基づいて、該処理対象の音響信号を調整する調整パラメータを算出
する算出部をさらに備える
　前記（１）から（３）のいずれかに記載の信号処理装置。
　（５）上記個別パラメータは、聴覚特性を示すパラメータである
　前記（４）に記載の信号処理装置。
　（６）上記個別パラメータは、マイクロホンおよび／またはスピーカの特性を示すパラ
メータである
　前記（４）または（５）に記載の信号処理装置。
　（７）　主観的に表現され、音響信号に対する制御に関連する選択肢を提示するステッ
プと、
　上記提示された選択肢から選択された所定の選択肢を出力するステップとを備える
　信号処理方法。
　（８）コンピュータを、
　主観的に表現され、音響信号に対する制御に関連する選択肢を提示する提示制御手段と
、
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　上記提示された選択肢から選択された所定の選択肢を出力する出力手段と
　として機能させるプログラム。
　（９）事前に測定された個別パラメータと、主観的に表現され、提示された音響信号に
対する制御に関連する選択肢から選択された所定の選択肢と、処理対象の音響信号の特徴
量に基づいて算出された調整パラメータを取得する取得部と、
　上記取得された調整パラメータに基づいて、上記処理対象の音響信号を調整する信号処
理部とを備える
　信号処理装置。
　（１０）上記信号処理部は、
　上記調整パラメータを蓄積する第１のバッファおよび第２のバッファを有し、
　一方のバッファに蓄積されている上記調整パラメータの使用状態で上記取得部により上
記調整パラメータが取得されるとき、該取得された調整パラメータを他方のバッファに蓄
積した後に該他方のバッファに蓄積されている上記調整パラメータの使用状態に切り替え
る
　前記（９）に記載の信号処理装置。
　（１１）上記信号処理部は、
　上記調整パラメータを蓄積するバッファを有し、
　上記バッファに蓄積されている上記調整パラメータの使用状態で上記取得部により上記
調整パラメータが取得されるとき、
　上記調整された音響信号の出力をミュートし、該取得された調整パラメータを上記バッ
ファに蓄積した後に該ミュートを解除する
　前記（１０）に記載の信号処理装置。
　（１２）上記処理対象の音響信号を解析して、該音響信号の特徴量を算出する解析部を
さらに備える
　前記（９）から（１１）のいずれかに記載の信号処理装置。
　（１３）上記調整パラメータを算出する算出部をさらに備える
　前記（９）から（１２）のいずれかに記載の信号処理装置。
　（１４）事前に測定された個別パラメータと、主観的に表現され、提示された音響信号
に対する制御に関連する選択肢から選択された所定の選択肢と、処理対象の音響信号の特
徴量に基づいて算出された調整パラメータを取得するステップと、
　上記取得された調整パラメータに基づいて、上記処理対象の音響信号を調整するステッ
プとを備える
　信号処理方法。
　（１５）主観的に表現され、提示された音響信号に対する制御に関連する選択肢から選
択された所定の選択肢に対応した調整パラメータを取得する取得部と、
　上記取得された調整パラメータに基づいて、上記処理対象の音響信号を調整する信号処
理部とを備える
　信号処理装置。
　（１６）主観的に表現され、音響信号に対する制御に関する選択肢を提示する提示制御
部と、
　事前に測定された個別パラメータと、上記提示された選択肢から選択された所定の選択
肢と、処理対象の音響信号の特徴量に基づいて、該処理対象の音響信号を調整する調整パ
ラメータを算出する算出部と、
　上記算出された調整パラメータに基づいて、上記処理対象の音響信号を調整する信号処
理部と、
　上記調整された音響信号を出力する出力部とを備える
　信号処理システム。
　（１７）音声入力部と、
　上記音声入力部より入力された音声から、主観的に表現され、音響信号に対する制御に
関連するコマンドを取得する取得部と、
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　事前に測定された個別パラメータと、上記取得されたコマンドと、処理対象の音響信号
の特徴量に基づいて、該処理対象の音響信号を調整する調整パラメータを算出する算出部
と、
　上記算出された調整パラメータに基づいて、上記処理対象の音響信号を調整する信号処
理部とを備える
　信号処理装置。
　（１８）上記音声入力部、上記コマンド取得部、上記算出部、上記信号処理部をそれぞ
れ有する第１の信号処理系および第２の信号処理系を持ち、
　一方の処理系は、上記音声入力部に入力された音声を他方の処理系に送信し、該他方の
処理系からコマンドを受信する
　前記（１７）に記載の信号処理装置。
　（１９）主観的に表現され、音響信号に対する制御に関連する選択肢を提示する提示制
御部と、
　上記提示された選択肢から選択された所定の選択肢に対応したコマンドを出力するコマ
ンド出力部と、
　上記出力されたコマンドを通信相手に送信する送信部とを備える
　通信端末。
　（２０）通信相手から、主観的に表現され、音響信号に対する制御に関連する所定の選
択肢に対応したコマンドを受信する受信部と、
　音響信号を入力する音響信号入力部と、
　少なくとも上記受信されたコマンドに基づいて、調整パラメータを算出する調整パラメ
ータ算出部と、
　上記算出された調整パラメータに基づいて、上記入力された音響信号を調整する信号処
理部と、
　上記調整された音響信号を上記通信相手に送信する送信部とを備える
　通信端末。
【符号の説明】
【０２３１】
　１０・・・補聴器システム
　２０・・・ＴＶシステム
　５０・・・通信システム
　１１０，１１０Ｌ，１１０Ｒ・・・補聴器
　１１１－１，１１１－２・・・マイクロホン
　１１２－１，１１２－２・・・Ａ／Ｄ変換器
　１１３・・・信号処理部
　１１４・・・Ｄ／Ａ変換器
　１１５・・・音量調整部
　１１６・・・スピーカ
　１１７・・・音声解析部
　１１８・・・一時記録部
　１１９・・・聴覚特性記録部
　１２０・・・調整パラメータ計算部
　１２０ａ・・・調整パラメータ計算部
　１２０ｂ・・・調整パラメータ更新部
　１２１・・・アンテナ
　１２２・・・補聴器受信部
　１２３・・・補聴器送信部
　１２４・・・アンテナ
　１３０・・・コマンド開始信号受信部
　１３１・・・スイッチ部
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　１３２・・・複数音声信号処理部
　１３３・・・変換前音声信号処理部
　１３４・・・音声コマンド変換部
　１３５・・・音声コマンド処理部
　１３６・・・スイッチ部
　１３７・・・副音声信号送受信部
　１３８・・・コマンド開始信号送受信部
　１３９・・・音声コマンド送受信部
　１５０・・・リモコン
　１５１・・・制御部
　１５２・・・ユーザ操作部
　１５３・・・表示部
　１５４・・・入力受付部
　１５５・・・コマンド変換部
　１５６・・・リモコン送信部
　１５７・・・アンテナ
　１６１・・・アンテナ
　１６２・・・リモコン受信部
　１６３・・・一時記録部
　１６４・・・聴覚特性記録部
　２１０・・・テレビ受信機
　２１１・・・デジタル音声信号入力部
　２１２・・・信号処理部
　２１３・・・Ｄ／Ａ変換器
　２１４・・・音量調整部
　２１５・・・スピーカ
　２１６・・・音声解析部
　２１７・・・一時記録部
　２１８・・・スピーカ特性記録部
　２１９・・・調整パラメータ計算部
　２２０・・・アンテナ
　２２１・・・ＴＶ受信部
　２５０・・・リモコン
　２５１・・・制御部
　２５２・・・ユーザ操作部
　２５３・・・表示部
　２５４・・・入力受付部
　２５５・・・コマンド変換部
　２５６・・・リモコン送信部
　２５７・・・アンテナ
　２８０・・・サーバ装置
　３１０，４１０Ｌ，４１０Ｒ，４１０ａ，４１０ｂ・・・補聴器
　５１０，５１０Ａ，５１０Ｂ・・・携帯電話
　５１１・・・マイクロホン
　５１２・・・Ａ／Ｄ変換器
　５１３・・・入力音声用信号処理部
　５１４・・・エンコード処理部
　５１５・・・音声情報・コマンド送信部
　５１６・・・アンテナ
　５１７・・・入力音声解析部
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　５１８・・・入力音声特徴量一時記録部
　５１９・・・入力音声調整パラメータ計算部
　５２０・・・機器特性記録部
　５３１・・・アンテナ
　５３２・・・音声情報・コマンド受信部
　５３３・・・デコード処理部
　５３４・・・出力音声用信号処理部
　５３５・・・Ｄ／Ａ変換器
　５３６・・・音量調整部
　５３７・・・スピーカ
　５３８・・・出力音声解析部
　５３９・・・出力音声特徴量一時記録部
　５４０・・・出力音声調整パラメータ計算部
　５４１・・・コマンド入力受付部
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