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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音声信号を入力するための音声入力部と、
　前記音声入力部で入力された音声信号の振幅を量子化し、量子化された各点のデータに
つき、隣接する所定の範囲のデータの振幅値を加算し、これを加算したデータの個数で除
算して該データを中心とする部分平均値を求め、各点のデータの振幅値と各々の部分平均
値とを比較し、比較結果の真偽に基づいて凹凸波形に変換するための凹凸波形変換部と、
　前記凹凸波形変換部で得られた音声信号の凹凸波形から、予め登録された人の声に関す
る登録パターンに従い人の声に対応する声成分を抽出するための声成分抽出部と、
　前記声成分抽出部で抽出された声成分の凸部を高く、凹部を低くすることで強調し、強
調声波形を生成するための強調処理部と、
　強調声波形を出力するための音声出力部と、
を備えることを特徴とする聴覚補助装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の聴覚補助装置であって、
　前記凹凸波形変換部が、凹凸波形に変換するサンプリング個数を２のべき乗とし、前記
声成分抽出部が、べき指数を調整することで声成分を抽出することを特徴とする聴覚補助
装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の聴覚補助装置であって、
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　前記声成分抽出部が、周波数成分を人の声の高域に対応する成分、低域に対応する成分
に応じたべき指数をそれぞれ設定して声成分を抽出することを特徴とする聴覚補助装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれかに記載の聴覚補助装置であって、
　前記凹凸波形変換部が部分平均値を演算する際に、所定の範囲の加算すべきデータの個
数を２のべき乗として、前記所定の範囲の加算したデータの個数で除算をビット・シフト
演算で行うことを特徴とする聴覚補助装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の聴覚補助装置であって、
　前記凹凸波形変換部が部分平均値を演算する際に、一のデータにつき平均値を求めるた
めに所定の範囲のデータの振幅値を加算した加算値を保持しておき、次のデータの加算値
を求める際に、保持された加算値から、不要な振幅値を減算すると共に、必要な振幅値を
加算することで、加算値を演算することを特徴とする聴覚補助装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の聴覚補助装置であって、ｋ点を中心とする前後ｎの区間Ｎ（＝２ｎ）
における平均値αｋを、
【数１】

として表現する際、平均値の演算において、平均値αｋを、その前段の位置である（ｋ－
１）点における平均値αｋー１を用いて
【数２】

で演算することを特徴とする聴覚補助装置。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれかに記載の聴覚補助装置であって、
　前記声成分抽出部で抽出された声成分につき、子音が認識されると前記音声出力部から
出力される音量を大きくし、子音の後に母音が認識されると、母音から所定時間で音量増
幅を解除することを特徴とする聴覚補助装置。
【請求項８】
　入力された音声信号に基づいて人の声を補正して出力する音声信号処理方法であって、
　音声信号を入力する工程と、
　入力された音声信号の振幅を量子化し、量子化された各点のデータにつき、隣接する所
定の範囲のデータの振幅値を加算し、これを加算したデータの個数で除算して該データを
中心とする部分平均値を求め、各点のデータの振幅値と各々の部分平均値とを比較し、比
較結果の真偽に基づいて凹凸波形に変換すると共に、得られた音声信号の凹凸波形から人
の声に対応する声成分を抽出する工程と、
　抽出された声成分を強調して強調声波形を生成する工程と、
　強調声波形を再生する工程と、
を有することを特徴とする音声処理方法。
【請求項９】
　入力された音声信号に基づいて人の声を補正して出力する音声信号処理プログラムであ
って、
　音声信号を入力する機能と、
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　入力された音声信号の振幅を量子化し、量子化された各点のデータにつき、隣接する所
定の範囲のデータの振幅値を加算し、これを加算したデータの個数で除算して該データを
中心とする部分平均値を求め、各点のデータの振幅値と各々の部分平均値とを比較し、比
較結果の真偽に基づいて凹凸波形に変換すると共に、得られた音声信号の凹凸波形から人
の声に対応する声成分を抽出する機能と、
　抽出された声成分を強調して強調声波形を生成する機能と、
　強調声波形を再生する機能と、
をコンピュータに実現させることを特徴とする音声処理プログラム。
【請求項１０】
　請求項９に記載されるプログラムを格納したコンピュータで読み取り可能な記録媒体又
は記録した機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば聴力の衰えた高齢者や、難聴者などの聴覚障害者の聴覚を補助する補
聴器等の聴覚補助装置、音声信号処理方法、音声処理プログラム及びコンピュータで読み
取り可能な記録媒体並びに記録した機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　聴覚障害者に対し、高い生活環境を提供するために、その聴覚（聴力）を補助する装置
として、補聴器がある。補聴器には、例えば小型マイク、増幅器、およびイヤホンからな
るものがあるが、このような補聴器は、マイク（小型マイク）に入力された音を、単純に
増幅して出力するだけであるため、その出力にはノイズが多く含まれ、さらには会話相手
の声や注意すべき物音（重要な環境音）などが、そのノイズに埋もれてしまうこともあり
、視覚障害者の聴覚を補助するのに充分とは言えなかった。
【０００３】
　そこで、人間の音声が、特定の周波数帯域（中音域）に局在していることを利用して、
マイクに入力された音声を、中音域を抜き出すバンドパスフィルタを通してから増幅する
補聴器が開発されている。しかしながら、このような補聴器でも、会話相手の音声や注意
すべき物音などが、快適かつ明瞭に聞こえるとは言い難かった。
【０００４】
　一方、最近のデジタル信号処理デバイスの発達により、デジタル回路やプロセッサを超
小型化することが可能になり、このような技術が、補聴器の分野にも応用されている。デ
ジタル信号処理を応用した補聴器では、アナログ信号の音声信号をＡ／Ｄ変換し、デジタ
ル信号としてから、このデジタル信号に対し、デジタルフィルタによるフィルタリング、
雑音除去、周波数空間処理などのデジタル信号処理を施すことにより、可聴性を高めるよ
うになされている。
【０００５】
　ここで、図１６は、従来の聴覚補助装置としての補聴器の一例の構成を示している。こ
の補聴器においては、まずマイク３０１で、周囲の音声やその他の物音を拾い、これを電
気信号に変換し、原音声信号Ａ１１として出力する。この原音声信号Ａ１１はアナログフ
ィルタ１０８に供給され、そこでは、人間の音声の周波数分布が集中する中音域だけが通
過され、他はカットされる。これにより、アナログフィルタ１０８からは、中音域音声信
号Ａ１２が出力される。中音域音声信号Ａ１２は、Ａ／Ｄ変換器１０９に供給され、そこ
でＡ／Ｄ変換され、これによりデジタル信号としての音声信号Ａ１３にされる。
【０００６】
　音声信号Ａ１３はメモリ３０２に供給され、一時記憶される。メモリ３０２は、信号バ
スを介してデジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）３０３に接続されており、このＤＳＰ
３０３は、メモリ３０２に格納された音声信号に対して、例えばデジタルフィルタリング
や、雑音除去、ＦＦＴ（高速フーリエ変換）等の周波数成分分解処理や周波数空間処理等
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を施す。このような信号処理が施された音声信号は、処理音声信号Ａ１５として、メモリ
３０２からＤ／Ａ変換器１１７に供給される。Ｄ／Ａ変換器１１７では、デジタル信号で
ある処理音声信号Ａ１５がＤ／Ａ変換され、アナログ音声信号Ａ１６にされる。アナログ
音声信号Ａ１６は、増幅器１１８に供給されて増幅される。そして、増幅器１１８からは
、増幅された音声信号Ａ１７がイヤホン３０４に供給され、そこから出力される。以上の
ようにして、マイク３０１に入力された音が、使用者（視覚障害者）の耳に届く。
【０００７】
　しかしながら、上述したような補聴器では、単一のマイク３０１に入力された音から人
間の音声に相当すると考えられる周波数成分を取り出して、可聴性を高めるようになされ
ているため、会話相手の音声と、そうでない他人の音声とがともに増幅され、使用者が聞
こうとしている会話相手の音声が聞き取り難くなる課題があった。さらに、人間の音声と
、それと同じような周波数成分を有する外部の物音とも区別されずに増幅されるため、や
はり使用者が聞こうとしている音が聞き取りにくい課題があった。また、例えば自動車の
クラクションや、警報音、電話のベルなどは、生活上重要な環境音（重要音）であり、常
時聞こえる状態にあることが望ましいが、上述した補聴器を使用した場合には、このよう
な重要音を聞き逃すおそれもある。
【０００８】
　このような課題に対して、特許文献１に示す聴覚補助装置が開発されている。この聴覚
補助装置は、図１７に示すように、無指向性マイク１０２Ｌおよび１０２Ｒに入力された
環境音と、指向性マイク１０７に入力された会話相手の音声とが、プロセッサユニット１
５０でそれぞれ独立に処理され、いずれか一方が増幅されて、イヤースピーカ１１９Ｒお
よび１１９Ｌから出力されるよう構成され、会話相手の音声および注意すべき物音（重要
音）が、快適かつ明瞭に聞こえるようにしている。
【０００９】
　しかしながら、この補聴器ではＤＳＰ等の音声処理回路がフーリエ変換を行っているた
め、浮動小数点演算などの複雑な演算処理が必要となり、高速で高性能の演算回路が要求
され、装置が大型で高価になるという問題があった。補聴器においてはリアルタイム処理
が求められるため、高速な処理が可能なハードウェア仕様が要求される一方で、携帯可能
な、可能な限り小型軽量化が望まれている。
【特許文献１】特開平８－７９８９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、このような問題点を解決するためになされたものである。本発明の主な目的
は、音声処理において演算を簡素化し、高速かつ低負荷の処理とすることで実装や組み込
みを容易にした聴覚補助装置、音声信号処理方法、音声処理プログラム及びコンピュータ
で読み取り可能な記録媒体並びに記録した機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の目的を達成するために、本発明の第１の聴覚補助装置は、音声信号を入力するた
めの音声入力部と、前記音声入力部で入力された音声信号の振幅を量子化し、量子化され
た各点のデータにつき、隣接する所定の範囲のデータの振幅値を加算し、これを加算した
データの個数で除算して該データを中心とする部分平均値を求め、各点のデータの振幅値
と各々の部分平均値とを比較し、比較結果の真偽に基づいて凹凸波形に変換するための凹
凸波形変換部と、前記凹凸波形変換部で得られた音声信号の凹凸波形から、予め登録され
た人の声に関する登録パターンに従い人の声に対応する声成分を抽出するための声成分抽
出部と、前記声成分抽出部で抽出された声成分の凸部を高く、凹部を低くすることで強調
し、強調声波形を生成するための強調処理部と、強調声波形を出力するための音声出力部
とを備える。これにより、フーリエ変換で音声信号を周波数スペクトルに変換することな
く、音声信号から声成分を抽出でき、かつ聞き取りやすく補正できるので、ノイズの音量
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を増やさない快適な聴覚補助装置が実現できる。
【００１２】
　さらにまた、本発明の第２の聴覚補助装置は、前記凹凸波形変換部が、凹凸波形に変換
するサンプリング個数を２のべき乗とし、前記声成分抽出部が、べき指数を調整すること
で声成分を抽出する。これにより、声成分を抽出する処理をビットシフト演算により行う
ことができるので、処理を低負荷で行うことが可能となる。
【００１３】
　さらにまた、本発明の第３の聴覚補助装置は、前記声成分抽出部が、周波数成分を人の
声の高域に対応する成分、低域に対応する成分に応じたべき指数をそれぞれ設定して声成
分を抽出する。これにより、人の声が含まれない高域、低域をカットできるので、効果的
に人の声に対応する声成分のみを抽出できる。
【００１４】
　さらにまた、本発明の第４の聴覚補助装置は、前記凹凸波形変換部が部分平均値を演算
する際に、所定の範囲の加算すべきデータの個数を２のべき乗として、前記所定の範囲の
加算したデータの個数で除算をビット・シフト演算で行う。これにより、除算の際にビッ
ト・シフト演算が可能となり、さらに演算処理を簡素化でき、高速化に寄与し得る。
【００１５】
　さらにまた、本発明の第５の聴覚補助装置は、前記凹凸波形変換部が部分平均値を演算
する際に、一のデータにつき平均値を求めるために所定の範囲のデータの振幅値を加算し
た加算値を保持しておき、次のデータの加算値を求める際に、保持された加算値から、不
要な振幅値を減算すると共に、必要な振幅値を加算することで、加算値を演算する。これ
により、各平均値演算において加算値を求める際に、前回のデータについて演算した加算
値を利用して、必要なデータの入れ替えによって所望の加算値とすることができ、加算演
算を大幅に簡素化でき、演算処理をさらに高速化することが可能となる。
【００１６】
　さらにまた、本発明の第６の聴覚補助装置は、ｋ点を中心とする前後ｎの区間Ｎ（＝２
ｎ）における平均値αｋを、
【００１７】

【数３】

として表現する際、平均値の演算において、平均値αｋを、その前段の位置である（ｋ－
１）点における平均値を用いて
【００１８】

【数４】

で演算する。これにより、各平均値を前段の平均値を利用して逐次的に求めることができ
、演算処理量を大幅に低減して高速かつ低負荷な音声信号特徴量抽出処理を実現する。
【００１９】
　さらにまた、本発明の第７の聴覚補助装置は、前記声成分抽出部で抽出された声成分に
つき、子音が認識されると前記音声出力部から出力される音量を大きくし、子音の後に母
音が認識されると、母音から所定時間で音量増幅を解除することを特徴とする聴覚補助装
置。これにより、子音が聞き取りやすくでき、音量全体を上げずとも明瞭に音声を聞き取
りできる聴覚補助装置が実現できる。
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【００２０】
　さらにまた、本発明の音声処理方法は、入力された音声信号に基づいて人の声を補正し
て出力する音声信号処理方法であって、音声信号を入力する工程と、入力された音声信号
の振幅を量子化し、量子化された各点のデータにつき、隣接する所定の範囲のデータの振
幅値を加算し、これを加算したデータの個数で除算して該データを中心とする部分平均値
を求め、各点のデータの振幅値と各々の部分平均値とを比較し、比較結果の真偽に基づい
て凹凸波形に変換すると共に、得られた音声信号の凹凸波形から人の声に対応する声成分
を抽出する工程と、抽出された声成分を強調して強調声波形を生成する工程と、強調声波
形を再生する工程とを有する。これにより、フーリエ変換で音声信号を周波数スペクトル
に変換することなく、音声信号から声成分を抽出でき、かつ聞き取りやすく補正できるの
で、ノイズの音量を増やさないで快適な音声再生が実現できる。
【００２１】
　さらにまた、本発明の音声信号特徴量抽出プログラムは、入力された音声信号に基づい
て人の声を補正して出力する音声信号処理プログラムであって、音声信号を入力する機能
と、入力された音声信号の振幅を量子化し、量子化された各点のデータにつき、隣接する
所定の範囲のデータの振幅値を加算し、これを加算したデータの個数で除算して該データ
を中心とする部分平均値を求め、各点のデータの振幅値と各々の部分平均値とを比較し、
比較結果の真偽に基づいて凹凸波形に変換すると共に、得られた音声信号の凹凸波形から
人の声に対応する声成分を抽出する機能と、抽出された声成分を強調して強調声波形を生
成する機能と、強調声波形を再生する機能とをコンピュータに実現させる。これにより、
フーリエ変換で音声信号を周波数スペクトルに変換することなく、音声信号から声成分を
抽出でき、かつ聞き取りやすく補正できるので、ノイズの音量を増やさないで快適な音声
再生が実現できる。
【００２２】
　また本発明のコンピュータで読み取り可能な記録媒体又は記録した機器は、上記プログ
ラムを格納するものである。記録媒体には、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷやフレ
キシブルディスク、磁気テープ、ＭＯ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－Ｒ、
ＤＶＤ＋Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ＋ＲＷ、Ｂｌｕｅ－ｒａｙディスク、ＨＤ　ＤＶＤ（
ＡＯＤ）等の磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、半導体メモリその他のプログ
ラムを格納可能な媒体が含まれる。またプログラムには、上記記録媒体に格納されて配布
されるものの他、インターネット等のネットワーク回線を通じてダウンロードによって配
布される形態のものも含まれる。さらに記録した機器には、上記プログラムがソフトウェ
アやファームウェア等の形態で実行可能な状態に実装された汎用もしくは専用機器を含む
。さらにまたプログラムに含まれる各処理や機能は、コンピュータで実行可能なプログラ
ムソフトウエアにより実行してもよいし、各部の処理を所定のゲートアレイ（ＦＰＧＡ、
ＡＳＩＣ）等のハードウエア、又はプログラム・ソフトウエアとハードウェアの一部の要
素を実現する部分的ハードウエア・モジュールとが混在する形式で実現してもよい。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の聴覚補助装置、音声信号処理方法、音声処理プログラム及びコンピュータで読
み取り可能な記録媒体並びに記録した機器によれば、人の声を聞き取りやすく強調して出
力可能な聴覚補助装置が実現される。それは、音声信号から抽出された人の声成分に対し
て、強調処理を行っているからである。これにより、ノイズなどを大きくすることなく声
の成分の音量を大小調整して、快適な聴覚補助装置が実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施の形態
は、本発明の技術思想を具体化するための聴覚補助装置、音声信号処理方法、音声処理プ
ログラム及びコンピュータで読み取り可能な記録媒体並びに記録した機器を例示するもの
であって、本発明は聴覚補助装置、音声信号処理方法、音声処理プログラム及びコンピュ
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ータで読み取り可能な記録媒体並びに記録した機器を以下のものに特定しない。また、本
明細書は特許請求の範囲に示される部材を、実施の形態の部材に特定するものでは決して
ない。特に実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等
は特に特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、単
なる説明例にすぎない。なお、各図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確に
するため誇張していることがある。さらに以下の説明において、同一の名称、符号につい
ては同一もしくは同質の部材を示しており、詳細説明を適宜省略する。さらに、本発明を
構成する各要素は、複数の要素を同一の部材で構成して一の部材で複数の要素を兼用する
態様としてもよいし、逆に一の部材の機能を複数の部材で分担して実現することもできる
。
【００２５】
　本明細書において聴覚補助装置や音声信号処理システムに接続される操作、制御、入出
力、表示、その他の処理等のためのコンピュータ、プリンタ、外部記憶装置その他の周辺
機器との接続は、例えばＩＥＥＥ１３９４、ＲＳ－２３２ｘ、ＲＳ－４２２、ＲＳ－４２
３、ＲＳ－４８５、ＵＳＢ等のシリアル接続、パラレル接続、あるいは１０ＢＡＳＥ－Ｔ
、１００ＢＡＳＥ－ＴＸ、１０００ＢＡＳＥ－Ｔ等のネットワークを介して電気的に接続
して通信を行う。接続は有線を使った物理的な接続に限られず、ＩＥＥＥ８０２．１ｘ、
ＯＦＤＭ方式等の無線ＬＡＮやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ等の電波、赤外線、光通信等を利用し
た無線接続等でもよい。さらに認識対象の音声データや認識後の音声データの保存や設定
の保存等を行うための記録媒体には、メモリカードや磁気ディスク、光ディスク、光磁気
ディスク、半導体メモリ等が利用できる。
【００２６】
　図１に、本発明の聴覚補助装置の一例として、補聴器のブロック図を示す。図１（ａ）
に示す聴覚補助装置１００は、音声入力部１０、Ａ／Ｄ（アナログ／デジタル）変換器１
２、凹凸波形変換部１４、声成分抽出部１６、強調処理部１８、音声出力部２０を備える
。音声入力部１０としては、マイクロホンや音声入力端子等などが利用できる。特に補聴
器として利用する場合は、マイクロホンで入力した音声信号をＡ／Ｄ変換器１２でデジタ
ル音声信号に変換して声成分抽出部１６に送出する。ただ、直接デジタルの音声データを
音声入力部１０から入力する形態や、ネットワーク接続された外部機器から音声データを
入力する方式も適宜採用できる。
【００２７】
　マイクロホン１０から取り込まれた音声信号は、アナログフィルタなどの雑音除去装置
に入力され、ここで１０ｍｓ程度の周期でフレーム分析され、周囲環境の雑音や、マイク
や伝送路が有する伝送特性雑音を除去される。その後、Ａ／Ｄ変換器１２でデジタル音声
信号に変換して凹凸波形変換部１４により量子化され、凹凸波形に変換される。さらにこ
の凹凸波形から声成分抽出部１６で人の声に対応する声成分を抽出し、これを強調処理部
１８で強調声波形に補正し、音声出力部２０から出力される。音声出力部２０はスピーカ
や音声出力端子などである。凹凸波形変換部１４、声成分抽出部１６、強調処理部１８等
の各種演算処理部材は、マイクロプロセッサ（ＭＰＵ）やＣＰＵ、ＬＳＩ、ＦＰＧＡやＡ
ＳＩＣ等のゲートアレイといった論理回路や中央演算処理装置等のハードウエアやソフト
ウエア、あるいはこれらの混在により実現できる。また必ずしも各構成要素が図１に示し
た構成と同一でなくてもよく、その機能が実質的に同一であるもの、あるいは一つの要素
が図１に示す構成における複数の要素の機能を備えるものは、本発明に含まれる。
【００２８】
　特徴量としては、一般にはケプストラム係数が利用され、対数的な変換処理により対数
スペクトルを求め、逆フーリエ変換や逆コサイン変換をすることにより算出して抽出する
ことが行われていた。ただ、この方法では周波数スペクトル等への演算が必要となり処理
量の負担が大きいので、本実施の形態では各母音（５母音）の特徴を振幅波形から抽出す
る方式とする。振幅波形から特徴を抽出することで周波数スペクトル等への変換のための
演算を省くことが可能であり、演算回数も比較的少ない計算量で済む。得られた特徴量を
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用いて離散ボロノイ図により領域を分割し、異なるカテゴリの境界座標を算出して最小２
乗法による識別境界線を決定する。
【００２９】
　標準モデルとしては、複数の認識対象語彙毎の特徴量の時系列を確率的な遷移として表
現する隠れマルコフモデル（ＨＭＭ）と呼ばれる方法がある。ＨＭＭとは、あらかじめ個
人差による音韻や単語の特徴量の時系列をＨＭＭモデルに学習させておき、入力音声がモ
デルに確率値としてどのくらい近いかを捉えて認識する方法である。また、標準モデルと
しては、複数の認識対象語彙毎の特徴量の時系列の中の代表的な特徴量の時系列をモデル
としても良いし、さらに特徴量の時系列を時間的あるいは周波数的に正規化（伸縮）する
ことで得られる特徴量の正規化時系列を用いてもよい。例えば、時間軸上で任意の長さに
正規化する方法としＤＰマッチング（動的計画法）があり、あらかじめ決定した対応付け
の規則に従って、時間的特徴量の時系列を正規化することが可能である。
【００３０】
　本実施形態では、このようにいずれの場合の標準モデルを使用することができる。ただ
し、いずれの標準モデルを作成する場合でも、標準モデルを作成するための複数の音声デ
ータをあらかじめ用意しておき、入力音声の振幅に対して同様の処理を行い凹凸波形に変
換して登録しておく必要がある。
【００３１】
　凹凸波形変換部１４は、図１（ｂ）に示すように、振幅算出部２２と、平均値演算部２
４と、比較部２６と、変換部２８とを備える。振幅算出部２２は、入力波形の振幅波形に
基づいて量子化を行う。量子化されたデータは平均値演算部２４で、各点の平均値を求め
る。ここでは、図２（ａ）に示すようにサンプル点を中心とするＮ個のデータについて平
均値を求める。すなわち、サンプル点ｋを中心として、その前のｎ（＝Ｎ／２）個のデー
タ及びその後のｎ個のデータについて、振幅値を加算してＮで除算する。具体的には、Ｎ
＝２×ｎとし、ｘｋの前後ｎ点のサンプル値より得られた平均値αｋを以下の数５にて演
算する。
【００３２】
【数５】

【００３３】
　ここで、添え字のｋは現在参照しているサンプル点である。ｘｋはｋ点における振幅値
を表している。またＮは凹凸波形を算出するために用いる閾値を計算するための幅を表し
ている。ここでＮを２のべき乗とすることで、除算の際に２進数であればビット・シフト
演算が利用でき、平均値演算部２４での演算を簡単にすることができるので好ましい。
【００３４】
　このようにして平均値演算部２４で各点につき得られた平均値を、比較部２６で振幅値
と比較する。具体的には、各点の振幅値ｘｋとその平均値αｋとを比較し、以下の数６の
ように比較結果を出力する。
【００３５】

【数６】
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　このように、比較部２６は振幅波形の各点につき平均値を演算し、ｋ点のサンプル値（
振幅値）が各平均値より大か小により得られる信号を出力する。比較結果としてｘｋが平
均値以上であればａ、平均値以下であればｂを比較部２６は出力する。この結果を、変換
部２８で凹凸状の波形として出力する。例えばａ＝１、ｂ＝０とすると、振幅波形は谷か
山（０か１）の凹凸波形で表現できる。この凹凸波形は、平均値を演算したＮ個の領域に
おいて、ｘｋが平均値以上すなわち波形が凸形になっているのか、あるいはｘｋが平均値
以下すなわち凹形になっているかを表現している。よって、Ｎの値を変化させれば元の振
幅波形の凹凸を粗く、あるいは細かく表現することができ、Ｎをパラメータとして変化さ
せることにより複数個の特徴量を抽出できる。このように振幅波形の特徴を凹凸のみで簡
素化して表現することにより、必要な特徴量を抽出でき声成分抽出や音声認識モデルに適
用することができる。特に、凹凸のみで表現される特徴量は、あまり高度でない情報処理
機能においても音声波形から子音部と母音部の切り出し（Segmentation）が実現できる。
また抽出された声成分に基づいて音声出力に処理を加える場合も、実用的な時間間隔で音
声出力の大きさを変化させることが可能となる。
【００３７】
　さらに、平均値の演算において、振幅波形の加算値を求める際に、近接する位置での算
出値を利用して演算を簡素化することができる。すなわち、あるデータにつき平均値を求
めるためにＮ（＝２ｎ）個のデータの振幅値を加算した加算値を保持しておく。このとき
、平均値αｋは以下の数７のように演算できる。
【００３８】

【数７】

【００３９】
　ここで、平均値αｋは以下の数８のように変形できる。
【００４０】

【数８】

【００４１】
　一方、平均値αｋは上記数５で表記されるので、以下の数９のようにも表記できる。
【００４２】
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【数９】

【００４３】
　したがって、ｋをｋ－１に置き換えると、ｋ－１すなわちｋより１つ前のデータに関す
る平均値αｋー１は以下の数１０のように表記できる。
【００４４】
【数１０】

【００４５】
　さらに、αｋー１を変形すると、次式数１１のようになる。
【００４６】

【数１１】

【００４７】
　上記数１１でαｋー１に代わって平均値αｋを求めると、以下の数１２のようになる。
【００４８】
【数１２】

【００４９】
　さらにαｋー１を再記すると、数１３のようになる。
【００５０】
【数１３】

【００５１】
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　上記数１２、数１３を整理すると、以下の数１４のようになる。
【００５２】
【数１４】

【００５３】
　数１４から、平均値αｋはその前段で演算した平均値αｋー１を用いて容易に演算する
ことが可能となる。すなわち、αk－１が求まると、数１４の２項目である以下の数１５
にαｋ－１に加算することで、平均値αｋを求めることができる。
【００５４】

【数１５】

【００５５】
　これにより、逐次的にαｋ＋１、αｋ＋２、・・・αｋ＋ｎを求めることができる。上
記の演算を図表で表すと、図２（ｂ）のようになる。この図に示すように、αkとαk－１

を算出する際のデータには共通領域があることが分かる。したがって、これらの共通領域
のデータに対しては、一度の計算で演算は終了し、この演算結果をメモリなどの記憶手段
に格納しておけば、次の演算に利用することができるので、全体の計算時間が短縮される
。以上のように、演算を簡素化し、さらに演算量も減らすことで演算処理を極めて低負荷
にすることができ、非常に簡単な演算によってすべての平均値αｋを求めるアルゴリズム
が得られる。これによって、音声波形から声成分抽出のための特徴抽出を高速かつ簡単に
求めることが可能となり、実用性が極めて高い。
【実施例】
【００５６】
　次に、実施例としてコンピュータ・シミュレーションにより抽出した特徴量を用いた母
音の認識実験の結果を図３～図１０に示す。
（音声データ）
【００５７】
　本実施例では、音声データから特徴量を抽出する特徴量抽出部１４として、音声の特徴
を生かしアナログ処理とデジタル処理部を組み合わせて作られた専用の集積回路（ＩＣ）
を使用した。音声の特徴とは、音声を波形で表したとき一般に正領域と負領域において非
対称であること、声帯から送り出される圧力はパルス信号の発生、減衰に基づいているこ
とである。これらの点を考慮してマイクロホン１０から得られる音声信号を電圧値で測定
すると、同時に正負の電力値の最大を一定時間保持させながら、次の正負の電圧値を検出
するまでの時間を検出し、ピッチを検出している。このＩＣを用いることで、音声波形と
ピッチを検出することが可能である。図３に、ＩＣにより取得した音声波形とピッチ情報
を示す。
【００５８】
　また分類は５母音から得られる２母音の組み合わせを用いて、投票形式で行なわれる。
そして音声の振幅波形から認識に有効な特徴の抽出と解析を行なう。本実施例では、成人
男性１名から６７音素の１７セットの音声データを取得する。サンプリング周波数は８１
．９２ｋＨｚである。さらに、音声は自然発話と意識発話のデータを取得し、自然発話は
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一日の時間を問わず発生した音声であり、意識発話は夜の静かな時間帯に音素をはっきり
と発声した音声である。音声の長さとして意識発話のピッチ数は自然発話の約１．５倍の
長さで取得されている。
（母音波形抽出と前処理）
【００５９】
　母音識別を行なうためにＩＣにより得られているピッチを参照して音素データから母音
の定常とする区間を抽出する。そこで、全ピッチ数の３分の２の位置にあたるピッチを中
心に前後の１周期分を抽出し、全部で３周期分の信号を定常な母音波形として特徴を抽出
するために用いる。そして、抽出した３周期の母音波形から凹凸波形を生成する。ここで
、元の振幅波形である定常とした３周期の母音波形を図４に、Ｎ＝２５６として図４から
抽出した１周期分の凹凸波形を図５に、Ｎ＝６４として図４から抽出した１周期分の凹凸
波形を図６に、それぞれ示す。これらの図においては、上記数６のａ＝０．８、ｂ＝０．
２としている。図５と図６を比較すると、Ｎの小さい図６の方が細かな凹凸波形となって
おり、振幅波形の山谷を細かく抽出していること、およびＮの大きい図５は、振幅波形の
山谷を粗く抽出していることが判る。本実施例では、このようにＮを２５６と６４の２つ
に設定して得られた凹凸波形を用いて認識実験を行う。なお、Ｎの値として凹凸波形を生
成する幅である２５６と６４は経験的に決定しているが、これ以外の値とすることもでき
ることはいうまでもない。
【００６０】
　このようにして得られた振幅波形と凹凸波形を用いて時間軸上で母音の特徴量を抽出す
る。特徴量は主に１周期分の波形から抽出している。その１周期分の波形は３周期の波形
の始点とした点から類似度（ユークリッド距離）を計算し、距離の近い２周期を選択する
。そして時間的に早く存在している波形を選択する。これは中心より後半での母音波形の
抽出を行っているために、後半に位置する母音波形よりも前半に位置する母音波形のほう
が、より母音の特徴を保った波形であると考えられるためである。このように選択された
１周期分の波形部分と３周期分の凹凸波形から特徴を抽出する。次に、母音を識別するた
めの特徴量について述べる。抽出する特徴量の数は全部で５個である。母音を識別するた
めの提案システムは、５母音の内の２母音の各組み合わせから選ばれた母音の投票数によ
り識別したい母音であると決定している。２母音の組み合わせから選択すべき母音を識別
するために、各２母音を識別する特徴は組み合わせごとに異なる。２母音を識別しやすい
特徴量を各組み合わせごとに選択することで比較的高い識別率が得られると考えられる。
抽出する５つの特徴量は、以下の通りである。
【００６１】
　（１）２５６凹凸波形を参照し、母音波形の１周期の始まりから探索して得られる最初
の凸部分の幅
　（２）特徴量１で検出された凸幅に存在する振幅波形の面積
　（３）特徴量１で検出された凸幅に存在する振幅波形の分散値
　（４）特徴量１で検出された凸幅に存在する振幅波形を０～１に正規化を行い、凸幅で
生成した正弦波との類似性
　（５）３周期分の６４凹凸波形に存在する凸の数
である。
【００６２】
　ここで特徴量４について詳述する。まず特徴量４を抽出するために正弦波を生成する。
その正弦波は、
　（１）凸区間の振幅値を０～１に正規化を行う。その振幅値の最大値の位置の検出を行
う。
　（２）始点から最大値位置までに０からπ／２までの正弦波を生成する。最大値位置か
ら終点までにπ／２からπまでの正弦波を生成する。
という処理で行なう。正弦波により得られた波形と振幅波形の例を図７と図８に示す。図
７は、凸部分の／ｅ／音素波形と生成した正弦波であり、図８は、凸部分の／ｏ／音素波
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形と生成した正弦波である。特徴量４はこの二つの波形から逐次４点で角度が計算され、
その差の合計が特徴量とされる。これらの特徴量の大半は１周期の始めに存在する凸部分
の特徴量で構成されている。この部分は母音波形（定常波形）で最も変化があり、また各
母音の特徴が現われていると考えられる。この始めに位置する凸部分の検出は１周期分の
２５６凹凸波形から検出され、凹幅が最も大きい箇所の次に現われる凸部分である。
（母音認識実験）
【００６３】
　次に、抽出した特徴量を用いて離散ボロノイ図と最小２乗法を適用し母音の識別を行な
う。離散ボロノイ図とは空間中に配置された多数の母点の勢力範囲を表す図である。離散
ボロノイ図は母点の存在する空間を離散化し、各画素がどの母点に近いかによって空間を
分割したものである。本実施例で用いた離散ボロノイ図は逐次添加法を適用している。こ
れは離散化された空間に母点を一つずつ追加していき、新しいボロノイ領域だけを効率よ
く作成することで、高速に離散ボロノイ図を作成する方法である。本実施例で用いた離散
ボロノイ領域は５１６０×５１６０の領域であり、各母点との対応は得られている母点の
最大値を用いて０から最大値までを均等に分割している。
（母音認識アルゴリズム）
【００６４】
　識別アルゴリズムは２母音の組み合わせ（５Ｃ２）によりなされる。そして、各組み合
わせに適した特徴量を用いて母音を選択し、全組み合わせから得られた投票数により識別
する母音を決定する。その各組み合わせに適した特徴量（識別のために使用した）を表１
に示す。
【００６５】
【表１】

【００６６】
　ここで、識別のための特徴量の組み合わせを示す表１において、上段の／ａ／－／ｉ／
等は各母音の組み合わせを表しており、下段の１－２等は使用した特徴量の番号（１）お
よび（２）を示している。これらの２母音の識別を行なう特徴の選択は全データから抽出
した特徴量の分布を調査し、目視による特徴量の分布を確認した後に経験的に決定してい
る。さらに母音の識別を行なうための特徴量の数が２個であるのは、単一の特徴量を用い
て識別を行なえば簡単な閾値処理になるため処理時間は少なくて済むが、同じ母音であっ
ても分布の広がりのために境界付近のデータに関して単一の特徴で識別を行なうと誤認識
を起こしやすいと考えられるからである。また２個の特徴量を用いてることで目視による
データ分布の確認を行ないやすいことや、直線的な閾値処理ではなく非線形的な識別が可
能であり演算回数をできるだけ少なくすることが目的である。
【００６７】
　本手法で母音識別は離散ボロノイ図による２クラスの母音の組み合わせの境界線を求め
るものである。得られている特徴量をマッピングしボロノイ領域に分ける。そして、同カ
テゴリによる領域の統合を図り、２クラス間の境界部分の座標を得る。そして、その座標
により構成される境界線を最小２乗法により境界線の関数を算出する。その境界線の関数
を用いて母音の識別は２クラス間の投票形式により行なわれる。選択された母音の投票数
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が単独で最も多く存在した場合のみ、その母音に識別されたとする。一番多い投票数が等
しく複数の母音に見られる場合は破棄する。ここで、／ｉ／と／ｕ／以外の組み合わせに
対する識別は抽出した特徴量をそのまま用いている。しかし、／ｉ／と／ｕ／の識別に対
しては特徴量１の常用対数をとることで数値を変換している。これは特徴量５に対して特
徴量１の値のスケールが大きいためであり、最小２乗法を適用して境界線の関数を求めや
すくするためである。また比較実験としてマハラノビス距離を用いた認識実験を行なう。
これは各組み合わせから母音の選択はマハラノビス距離に基づいて行なうものである。マ
ハラノビス距離は各グループの中心から分散を考慮した距離を示す。本実施例で抽出され
た母音の特徴は分布に偏りのある特徴量である。そのためマハラノビス距離による識別が
有効であると考えられる。意識発話による各母音デー多数は１８８個であり、自然発話に
よる各母音データは１７８個である。そして各識別に適した特徴量を用いてボロノイ図と
マハラノビスにより得られた自然発話による識別結果と意識発話による識別結果を表２と
表３に示す。表２は、離散ボロノイ図を用いた自然発話と意識発話の単独第一候補による
認識率を、表３はマハラノビス距離による自然発話と意識発話の単独第一候補による認識
率を、それぞれ示している。
【００６８】
【表２】

【００６９】
【表３】

【００７０】
　以上のように、離散ボロノイ図を適用し境界線を求めることで、マハラノビス距離を用
いて行なった認識実験より認識率が向上している。これは離散ボロノイ図により明確な境
界線の導出が可能であることで認識率が向上したと考えられ良好な結果を得ることができ
た。また表３に示すように、マハラノビス距離を用いた認識結果から自然発話と意識発話
の両方とも／ｕ／と／ｅ／の識別結果が他の母音に比べて低い。これは／ｉ／と／ｕ／、
／ｅ／と／ｏ／の抽出した特長が境界を超えて存在するためである。この境界付近に存在
する特徴を持つ母音は、マハラノビス距離により分散を考慮され境界を得ているが、正し
い識別が行なえていないことが考えられる。この理由として、現在用いているデータから
正確な各母音に関する分散が計算できないこと、あるいは音圧データを用いることで類似
している母音の特徴の分布状態に偏りが存在すること等が考えられる。
【００７１】
　ここで、意識発話に用いた特徴の分布を図９と図１０に示す。図９は／ｉ／と／ｕ／に
関する特徴分布を示し、図１０は／ｅ／と／ｏ／に関する特徴分布を示している。この結
果から、自然発話より意識発話の結果が良好であることがわかる。これは意識して声を発
声しているために、母音部分の１周期波形（ピッチ）が多く現われ、安定した母音波形を
抽出できていると考えられる。このように意識発話を行なうことで比較的良好な識別結果
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が得られる。さらに簡易な演算のみで特徴量の抽出やマハラノビス距離による識別を行な
っているため小規模なハードウェア構成で実現可能であると考えられる。しかし、認識精
度において離散ボロノイ図を用いた認識精度には及ばない。そのために離散ボロノイ空間
の設定を適切に行なうことができれば、離散ボロノイ図を用いた小規模なハードウェアが
構築できると考えられる。このように、本実施の形態を適用することで比較的良好な認識
精度が得られると考えられる。また、境界線を求めるのではなく勢力図を保持することで
特徴量をその勢力図に照らし合わせ、母音の決定も可能である。
【００７２】
　以上のように、本実施例によってモバイル機器のための音声認識システムが実現可能と
なる。特に小型のハードウェアのために比較的簡単な演算による母音の振幅波形からの特
徴量抽出と５母音の識別を行ない、その有効性を検証した。
【００７３】
　さらに、平均値等による特徴量のスケールの正規化を行なうことで、より小スペースで
離散ボロノイ図が適用可能となり、演算時間を少なくすることができる。また、より明確
な識別が可能である特徴の抽出にも適用可能である。例えば、識別境界線を２分類を行な
うのに適した手法であるＳＶＭを用いることができる。また、母音波形の１周期ごとにも
違いがあるために定常であるとする母音波形の特定や母音に対して音声の始まりから終わ
りまでのピッチ幅の変動等を調査し、標準モデルとして登録しておくことで識別に有効な
特徴の抽出や演算時間がさらに改善される。
（補聴機能）
【００７４】
　さらに、本発明は音声信号処理の前処理として広い応用範囲を備えており、入力された
音声信号の声成分抽出や音声認識のみならず、音声の出力に際しての処理、例えば音声を
より聞き取りやすい形に加工することもできる。この機能を応用すれば、音声をより聞き
取りやすく加工する補聴機能として、補聴器等に利用できる。
【００７５】
　従来の補聴器では単純に検知した音声信号をすべて増幅させて音量を大きくするもので
あった。しかしながら、補聴器から出力される音量を増加すると、目的とする音以外の雑
音も大きく聞こえるため、耳にガンガンと音が入り頭痛障害等を引き起こしたり不快感を
伴うことがあった。また、小さなスピーカでは音が割れて音質が劣化する。さらに音量を
大きくすると消費電力が大きくなり、長時間の使用が困難になる。さらにまたイヤースピ
ーカの口径が大きくなり、重量も増加し、補聴器全体の形状も大きくなるといった欠点が
あった。
【００７６】
　これに対して、本発明の音声信号の特徴量抽出機能を応用し、声の聞き取り難い成分を
聞き取りやすく加工することができる。すなわち、発音を峻別する部位のみを強調する処
理によって、ノイズ成分を大きくすることなく聞き分けの容易な音声に加工できる。この
方法では、音声認識のような高度な識別までは不要で、声成分の抽出ができれば十分であ
るため、より精度を向上させることができ、しかも処理をさらに簡素化できる。
（音声信号の取得手順）
【００７７】
　この音声信号処理方法の手順を、図１１のフローチャートに示す。図１１に示すように
、音声入力部１０で音声信号波形を取得した後、声成分抽出部１６で人の声成分を抽出し
、さらに強調処理部１８で凹凸波形を強調して強調声波形を生成して、この強調声波形に
基づいて音声出力部２０で補正された声を出力する。以下、図１２～図１３を参照して凹
凸波形変換部１４及び声成分抽出部１６で音声信号波形から声成分を抽出する手順を説明
する。図１２～図１３は、取得した音声信号波形をそれぞれ示している。図１２は、音声
の最も低い周波数に対応する波形を示しており、その周期はＴ１である。一方、図１３は
、音声の最も高い周波数に対応する波形を示しており、その周期はＴ２である。人の声に
含まれる周波数成分は、男性でも最低の周波数ｆ１（＝１／Ｔ１）は通常１００Ｈｚ止ま
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りであり、１００Ｈｚ以下の周波数成分は殆ど無い。このとき、周期Ｔ１は１／１００Ｈ
ｚ＝０．０１秒＝１０ｍｓである。そしてこの一周期の正又は負の半サイクルは、その１
／２、すなわち１０ｍｓ／２＝５ｍｓとなる。したがって、音声信号波形のサンプリング
は、５ｍｓ（０．００５秒）程度の幅（窓）でサンプリング周期を設定すれば、音声の最
も低い周波数Ｔ１にも対応してサンプリングが可能となる。本実施の形態では、周波数が
１００Ｈｚ近傍にある場合の余裕を考慮して、６ｍｓに設定する。言い換えると、半波長
が６ｍｓよりも長い成分は人の声でない成分（すなわちノイズ）であると峻別でき、これ
によって音声信号から人の声（の低音領域）に相当する成分を抽出することができる。
【００７８】
　例えば、音楽用ＣＤと同等の音質でサンプリングする場合、ｆ＝４４．１ｋＨｚすなわ
ち１秒間に４４１００サンプルを取得する必要がある。この周期でサンプリングする場合
、０．６ｍｓの区間（窓）で取得されるサンプル数は、４４１００サンプル×０．００６
ｍｓ＝２６４．６サンプルとなる。したがって、上記の手法でサンプリングする場合は、
Ｎ＝２６４．６に設定すればよいことになる。ここで、上述したようにＮを２のべき乗に
設定すれば、ビットシフトでの演算が可能となり、浮動小数点演算を使用しない整数型演
算で高速且つ低負荷に処理することができる。ここでＮ＝２ｎとすると、Ｎ＝２８＝２５
６とすれば、上記とほぼ等しい設定が実現できる。この場合は、ｎ＝８を採用する。以上
から、低音の場合はｎ＝８を採用することで、低い周波数でのサンプリングすなわち音声
信号取得に対応できることが判る。
【００７９】
　同様に、高い周波数ｆ２（＝１／Ｔ２）に対しては、ｎ＝１，２，３のいずれか一を採
用できる。これによって、人の声の高い周波数成分よりもさらに高い周波数成分は、人の
声でないノイズであると峻別できる。この結果、人の声が含まれない低域と高域をカット
して人の声のみを抽出できる。この例では、音声信号の高周波域信号、中周波域信号、低
周波域信号に分けて、それぞれ低周波域に対してはｎ＝８、中周波域に対してはｎ＝５又
は６、高周波域に対してはｎ＝１、２、３のいずれかに設定している。高域、中域、低域
のそれぞれにおいて、ｎの値をいずれに設定するかは、使用される環境やユーザの聴力特
性などに応じて設定される。また、高域、中域、低域の３つで分ける他、高域と低域のみ
の２つを利用する方法や４以上に区別する方法も用途やユーザなどに応じて適宜採用でき
る。
【００８０】
　以上のように、取得した音声信号に対して、ｎの値を高域、中域、低域の３つでそれぞ
れ変化させて人の声を含む音声信号として高周波域信号、中周波域信号、低周波域信号を
それぞれ抽出することができる。いいかえると、サンプリングの際にｎの値を変化させる
ことで、人の声にあたる成分のみを抽出できる。
言い換えると、以上の工程では、音声信号波形から低音と高音をカットして人の声の成分
を抽出し、これをデジタル処理して凹凸波形としている。このようにして得られた凹凸パ
ターンは人の声成分を含んでいるため、これを明瞭にするための補正を行う。
（強調声データの生成）
【００８１】
　次に、このようにして取得された各帯域の音声信号に対して、強調処理部１８で音声を
聞き取りしやすくするための補正処理を行う。具体的な処理を図１４～図１５に基づいて
説明する。従来、補聴器などの聴覚補助装置においては、取得された音声の音量を一律に
引き上げることで聞き取りやすくしていた。しかしながら、単にボリュームを上げるだけ
では、取得された音声に含まれるノイズも増幅されるため、耳元で喧しく再生されるだけ
で快適に聴取できるとは言い難い状況であった。そこで本実施の形態においては、デジタ
ル信号で取得された音声信号に対して、人の声のみを抽出し、さらに人の声を聞き取りや
すくする処理を加えることによって、音量を変えずに聴取しやすくできる。具体的には、
図１４に示すように、波形の凸部を持ち上げ、一方凹部を引き下げることで、実線で示す
凹凸を強調した波線で示す強調声波形に変換する。これによって、音のメリハリが強調さ
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れ、聴取しやすい音声に補正することが可能となる。また、波形の補正量は、低域で大き
く、高域で小さくなるように設定することで、より聴取しやすい音声に補正できる。
【００８２】
　具体的な演算としては、上記の手法で検出された凹凸波形に対して、凹凸のそれぞれに
所定の係数を乗算する。この際、小数点を含む浮動小数点演算では演算処理が複雑化し、
特にリアルタイム処理が求められる補聴器などの頂角補助装置においては要求される仕様
が高くなる。そこで、整数の加算、乗算のみで演算可能なように、ビットシフトの手法を
適用する。
【００８３】
　まず、凸部の強調においては、（１＋１／２Ｕ）を乗算する。例えば、Ｕ＝３の場合は
、１＋１／２３＝１＋１／８＝１＋０．１２５＝１．１２５となり、整数値に３回ビット
シフト演算を行い、元の値に加算することで１．１２５倍に強調できる。また同様にＵ＝
０の場合は、１＋１／２０＝１＋１＝２、Ｕ＝１の場合は、１＋１／２１＝１＋０．５＝
１．５、Ｕ＝２の場合は、１＋１／２２＝１＋０．２５＝１．２５、Ｕ＝４の場合は、１
＋１／２４＝１＋０．０６２５＝１．０６２５、Ｕ＝５の場合は、１＋１／２５＝１＋０
．０３１２５＝１．０３１２５等、Ｕの値を変化させることで強調の程度を調整できる。
このように、整数に加算とビットシフト演算を繰り返すことで、高速で低負荷な波形補正
が実現できる。
（強調声波形の補正量）
【００８４】
　本実施の形態では、低域では補正量を大きくし、高域では小さく、中域ではその中間と
なるように設定している。具体的には、低域ではＵ＝０又は１、中域ではＵ＝２、高域で
はＵ＝３又は４を採用している。これにより、凹凸波形の凹凸を強調した聴取しやすい音
声波形に変換することができる。図１５に示すように、高域、中域、低域毎に所定の周期
でサンプリングを行いｔ１～ｔ５に示すようなスペクトルが得られる。さらに実線で示す
波形の凸部及び凹部を各々検出し、凹凸を強調して波線で示すような強調声波形を生成す
る。この強調声波形に従って音声信号をスピーカなどの出力部から出力すると、ノイズな
どの成分は強調されることなく、音声の、聞き取りやすいポイント部分のみが音量が大小
に変化される結果強調されて再生されるので、極めて聴取しやすい音声となって、またノ
イズが強調されない結果Ｓ／Ｎ比の優れた補聴器として理想的な特性を得ることができる
。特に、従来のように単純に音量を上げる方法では背景音なども強調される結果、耳元で
ガンガンと音が鳴る不快な状態となる。これに対して本実施の形態では、音量を殊更上げ
ることなく、僅かに調整するのみで聞き取りやすい形に補正したのみであるため、非常に
快適に使用できる。また必要に応じて、補正後の音量を調整する機能を付加することも可
能であることはいうまでもない。
【００８５】
　以上のように、本実施の形態によれば、音声信号波形のフーリエ変換を行うことなく、
フーリエ級数と同等の周波数成分が取得でき、しかもそのための演算を整数型の加算、乗
算のみで処理でき、極めて高速かつ低負荷な処理とすることができ、安価なハードウェア
、ソフトウェア構成においてもリアルタイム処理が可能であり、システムの小型化が可能
となる。また、ビットシフトはレジスタで構成でき、またワイヤードロジックで実現でき
るため、安価且つ簡単な構成とできる。このため、補聴器のような小型化、軽量化が求め
られる装置への実装には理想的である。また、携帯電話などへの実装も容易に行える利点
が得られる。
（子音の強調処理）
【００８６】
　以上の処理は、音声信号に対して母音と子音を特に区別することなく補正を行っている
。ただ、母音よりも子音を強調する処理とすることで、より聞き取りやすくすることもで
きる。一般には、母音でなく子音の成分を聞き取りやすくすることで、音声の聞き取り難
い成分を聞き取りやすくして音の判別が容易になる。すなわち、音声は子音と母音に分か
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れるが、母音は比較的音量が大きく聞き取りやすいのに対し、子音は時間的に短く音量も
小さくなりがちで聞き取り難い部分となる。そのため、子音の部分を強調すれば、聞き取
りやすくすることができる。検出された音声信号から、子音と母音とを区別するには、上
述した音声認識技術を適用してもよい。この場合は、具体的な発生音の識別までは不要で
、母音と子音の区別ができれば十分であるため、より精度を向上させることができ、しか
も処理をさらに簡素化できる。これによって子音と母音とを区別し、さらに再生前に音声
信号を加工する。また母音と子音と区別は、フォルマント等に基づいて行うこともできる
。例えば、母音についてはサンプリングの周期を大きくして凹凸波形を取得し、凹凸数を
計数することで判別できる。
【００８７】
　ここでは、再生中に音量をほぼリアルタイムに調整するアルゴリズムとして、聞き取り
難く時間的にも短い子音部がきたときに音量を大きくし、それ以外の部分は通常の音量と
する。子音部の直後に表れる母音部の音量は一般に大きいので、子音とその直後の母音に
より音声は認識される。この際に母音部は１周期から数周期の短時時間波形で音声認識は
完了する。聴覚と脳機能による短時間の音声認識が完了すると、それ以後は母音の継続で
あり、その期間において音声の出力信号を非常に小さくする。そして再び子音が入力され
ると、同様に音声出力を大きくする。この操作により、音声出力を聴感上は大きくしたこ
とになるが、常に大音量の音声を聞いている訳ではないので、不快感は極めて少なくなる
。また必要に応じて、母音の音量を絞るように調整してもよい。
【００８８】
　上記の音声信号処理のアルゴリズムにおいて重要な点は、音声の出力を通常とする、あ
るいは低下させた状態から、子音が入力される時点で音声出力を増加させる処理である。
従来のシステムでは音声認識自体の処理量が多く、さらにこのような音量変化の処理を加
えると、音声の子音の検出に要する時間と処理量が増大し、実用化は容易でない。これに
対して、本発明のアルゴリズムでは整数演算のみで子音部と母音部を検出することが可能
であるので、非常に短時間の簡単な信号処理により子音の検出が可能となる。すなわち、
高速化が可能な演算処理量に抑えることができるので、補聴器や携帯電話のような携帯型
電気機器等の小型のシステムへの組み込みや実装が容易となる。特に専用の処理を行うＩ
Ｃを用意し、上記のデジタル信号処理を行わせることにより、携帯機器が保有するあまり
高度でない情報処理機能においても音声波形から子音部と母音部の切り出し（Segmentati
on）が実現され、実用的な処理速度で音声出力の大きさを変化させることが可能となる。
このように、本実施の形態によれば長い処理時間と大規模集積回路を必要とする不動小数
点演算を用いることなく、整数型の演算のみで高速かつシンプルに実行できるので、実用
的な価値は高い。また、音声信号の処理には通常ＤＳＰ（Digital Signal Processor）等
を用いるが、浮動小数点演算を行うと長時間を要し、しかも集積回路の規模が増加するの
で、携帯電話などに搭載することは困難である。これに対し以上のアルゴリズムは整数型
演算とビット・シフト演算のみで高速に処理することができ、これを回路として組み込む
には小規模の集積回路で実現可能である。携帯機器や補聴器などの小型装置に搭載するこ
とができることは、実用化に際して大きな特長となる。
【００８９】
　さらに、補聴器の使用者に応じた周波数特性に調整することもできる。補聴器のスピー
カから出力される音声の周波数特性を、使用者の耳の聴覚特性に合致させるよう調整する
ことにより、聞こえ難い周波数に対して補正をかけることが可能となり、使用者に応じて
聞き取りやすい適切な音声で聴くことができるようになる。
【００９０】
　このように、本発明によれば音声の聞き取りを容易にできる高性能な携帯型補聴器が実
現できる。特に小型の補聴器は使用できる電池の大きさも制限され、小消費電力とする必
要があるため、本発明のように演算処理量が少なく必要な消費電力も少なくて済む聴覚補
助装置は、理想的である。
【００９１】
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　また、本発明は補聴器以外の携帯機器への実装も容易に行える。すなわち、携帯電話や
ＰＨＳ等、音声を再生するスピーカを備える機器において、上記の処理を適用することで
通話内容をより聞き取りやすくすることができる。特に携帯電話は小型、軽量化や連続駆
動時間の長時間化の要求が強く、それでいて高性能化が求められているため、本発明のよ
うに低消費電力で音声をクリアに再生できるという優れた機能は非常に実用性がある。ま
た、上記と同様に携帯電話の使用者に応じた周波数特性に再生設定を調整しておくことで
、使用者に応じて最適な状態で音声を聞くことのできる携帯電話が実現可能である。これ
によって、補聴器を利用しない者であっても携帯電話の音声を聞き取りやすくして便利に
使用できる。特に、通常の携帯電話ではスピーカから出力される音声等は出力も小さく、
健常な聴覚特性の使用者向けに作成されているので、聴覚特性が低下した高齢者には使用
し難いことがあったが、本発明を利用して音声を聞き取りやすくした高齢者やシニア向け
の携帯電話を実現することが可能となる。
（補聴機能付携帯電話）
【００９２】
　また、補聴器機能を携帯電話等の携帯電気機器に組み込むことも可能である。このよう
な補聴機能付携帯電話を、例えば、携帯電話の動作モードを切り替えて補聴器として使用
可能とできる。これによって、携帯電話を使用するのと同じ姿勢で、すなわち耳元に電話
機をおく状態で補聴器として使用することができるので、使用時の不自然さが少なく、周
囲の人間も補聴器を使用しているとは気が付きにくく、使用時の抵抗感を和らげることが
できる。特に近年、携帯電話が普及し、年齢・男女を問わず携帯電話を使用することが通
常の行動パターンとして定着した結果、携帯電話を耳に当てることに対して、周囲の人々
は特別な反応を示さなくなり、当たり前の行為として認識されている。他方、特別な形状
をした補聴器を取り出して耳に当てることは通常では不自然さがつきまとい、しゃべり方
にも多少の変化が表れ、補聴器の使用者も周辺の人々も特別な心理状態に陥りやすく、自
然な会話が阻害される可能性がある。このような状況に鑑み、携帯電話に補聴器を組み込
むことで、携帯電話を耳に当てて、補聴器として利用していることは外面的には判別でき
ず、ごく普通の日常風景に埋没させることができ、補聴器の使用者の心理的なプレッシャ
は軽減される。
【００９３】
　また補聴器を携帯電話と一体とすることで、多くのメリットが生まれる。例えば、携帯
電話のスピーカを補聴器のスピーカとして共用することができるので、補聴器専用のイヤ
ースピーカを持ち歩く必要がない。また携帯電話を持ち運ぶ感覚で補聴器を常時携帯でき
るので、特別に補聴器を持ち歩いているという感覚が少なくなり、補聴器の使用における
抵抗感を軽減できる。さらに補聴器を使用しないときには、身体に着けておく必要がない
ので、使用者の身体的負担が少ない。さらにまた、携帯電話のデジタル処理の集積回路に
補聴器機能をもつ集積回路を組み込むことが可能であり、補聴器専用の集積回路を別個に
製作する必要がなく、補聴器と携帯電話を個別に持つ場合に比較してコストを安価に抑え
ることができる。さらに近年は携帯電話用に長期使用可能な充電式電池が開発されており
、これら最新のものを使用することができるので、補聴器の電源供給不足の心配が少なく
なる。さらにまた、電池に限らず本体も最新の携帯電話をベースに製作できるので、機能
的、デザイン的にも最新の携帯電話モデルを採用でき、利便性が高く、コスト的にも安く
製作することが可能である。特に、補聴器専用の金型を作製すれば高価になるが、携帯電
話と兼用することにより金型代の節約にもなる。
【００９４】
　この際、携帯電話にはマイク等の集音機を、使用者が通話するために使用するものと、
周囲の音を集音するためのものとで２個以上を設けることが好ましい。
【００９５】
　さらに、補聴機能等のように音声信号の再生側で聞き取りやすく処理する他、音声信号
の入力側で同様の処理を行うこともできる。例えば携帯電話において、スピーカのみなら
ずマイク側に本発明を適用し、通話の相手側に向けて送信される音声信号に、上記のよう
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容を聞きとりやすくできる。さらにまた、電話のみならず、ＴＶやラジオ、ＴＶ電話、Ｔ
Ｖ会議システム等、スピーカやイヤホンで音声を再生する機器にも同様に適用できる。
【産業上の利用可能性】
【００９６】
　本発明の聴覚補助装置、音声信号処理方法、音声処理プログラム及びコンピュータで読
み取り可能な記録媒体並びに記録した機器は、補聴器などで音声を聞き取りやすく補正す
る前処理や後処理に好適に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】本発明の一実施の形態に係る聴覚補助装置の電子線撮像部の構成を示すブロック
図である。
【図２】振幅波形のＮ個のデータについて平均値αｋを求める様子を示す説明図である。
【図３】入力される音声波形とそのピッチ情報を示す説明図である。
【図４】定常とした３周期の母音波形を示すグラフである。
【図５】Ｎ＝２５６として図４から抽出した１周期分の凹凸波形を示すグラフである。
【図６】Ｎ＝６４として図４から抽出した１周期分の凹凸波形を示すグラフである。
【図７】凸部分の／ｅ／音素波形と生成した正弦波の波形を示すグラフである。
【図８】凸部分の／ｏ／音素波形と生成した正弦波の波形を示すグラフである。
【図９】意識発話に用いた／ｉ／と／ｕ／に関する特徴分布を示すグラフである。
【図１０】意識発話に用いた／ｅ／と／ｏ／に関する特徴分布を示すグラフである。
【図１１】音声信号処理方法の手順を示すフローチャートである。
【図１２】音声の最も低い周波数に対応する波形を示すグラフである。
【図１３】音声の最も高い周波数に対応する波形を示すグラフである。
【図１４】凹凸波形の凹凸を強調して強調声波形に変換する様子を示すグラフである。
【図１５】凹凸波形に基づき補正された強調声波形の一例を示すグラフである。
【図１６】従来の補聴器の一例の構成を示すブロック図である。
【図１７】従来の補聴器の音声処理回路の構成例を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００９８】
１００…聴覚補助装置
１０…音声入力部
１２…Ａ／Ｄ変換器
１４…凹凸波形変換部
１６…声成分抽出部
１８…強調処理部
２０…音声出力部
２２…振幅算出部
２４…平均値演算部
２６…比較部
２８…変換部
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