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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　聴取装置内で風によって妨害された有効信号に基づいていて且つ前記聴取装置から外部
の機器に伝送可能である伝送信号（ｕ）を発生するための方法において、
　前記聴取装置内で風によって妨害された有効信号から第１と第２のマイクロホン信号（
ｍｓ１、ｍｓ２）を発生し、前記第１と第２のマイクロホン信号を第１分岐線とそれに並
列の第２分岐線に分岐させ、
　前記第１分岐線に分岐した前記第１と第２のマイクロホン信号（ｍｓ１、ｍｓ２）を第
１待ち時間を有する第１フィルタシステム（１６、１７）によってろ波し、それによって
複数であるＭ本のチャンネルに分割された第１フィルタ信号（ｆｓ１）が得られ、
　前記第１フィルタシステムよりも短い待ち時間を有する第２フィルタシステム（１９、
２０、２１）によって、前記第２分岐線に分岐した前記第１と第２のマイクロホン信号（
ｍｓ１、ｍｓ２）をろ波し、それによって前記Ｍ本より少ない１本以上であるＮ本のチャ
ンネルに分割された第２フィルタ信号（ｆｓ２）が前記第１と第２のマイクロホン信号（
ｍｓ１、ｍｓ２）をベースとした信号として得られ、
　前記第１フィルタ信号（ｆｓ１）をチャンネルごとに増幅した前記Ｍ本のチャンネルに
分割された増幅信号（ｖ）を、前記Ｎ本のチャンネルに分割されたパラメータ（ｆｐ）に
変換し、
　風の成分を低減するために、前記Ｎ本のチャンネルごとに前記第２フィルタ信号（ｆｓ
２）に前記パラメータ（ｆｐ）を適用し、前記伝送信号（ｕ）を得ることを特徴とする方
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法。
【請求項２】
　前記第２フィルタ信号（ｆｓ２）に前記パラメータ（ｆｐ）に依存する係数を乗算する
ことにより、前記第２フィルタ信号（ｆｓ２）への前記パラメータ（ｆｐ）の適用が行わ
れることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２分岐線に分岐した前記第１と第２のマイクロホン信号（ｍｓ１、ｍｓ２）を前
記第２フィルタシステム（１９、２０、２１）によってろ波し、その際先ず最初に生じる
中間信号（ｚｓ１、ｚｓ２）を、ビームフォーミング装置（２１）に供給することによっ
て前記第２フィルタ信号（ｆｓ２）を形成することを特徴とする請求項１又は２に記載の
方法。
【請求項４】
　風によって妨害された有効信号に基づいていて且つ聴取装置から外部の機器に伝送可能
である伝送信号（ｕ）を発生するための聴取装置であって、
　風によって妨害された前記有効信号から第１と第２のマイクロホン信号（ｍｓ１、ｍｓ
２）を発生するためのマイクロホン装置（１２、１３）と、
　第１分岐線とそれに並列の第２分岐線に分岐された第１と第２のマイクロホン信号（ｍ
ｓ１、ｍｓ２）のうちの前記第１の分岐線に分岐された前記第１と第２のマイクロホン信
号（ｍｓ１、ｍｓ２）をろ波して、複数であるＭ本のチャンネルに分割された第１フィル
タ信号（ｆｓ１）を得るための、第１待ち時間を有する第１フィルタシステム（１６、１
７）と、
　前記第２分岐線に分岐された前記第１と第２のマイクロホン信号（ｍｓ１、ｍｓ２）を
ろ波して、前記Ｍ本より少ない１本以上であるＮ本のチャンネルに分割された第２フィル
タ信号（ｆｓ２）が前記第１と第２のマイクロホン信号（ｍｓ１、ｍｓ２）をベースとし
た信号を得るための、前記第１フィルタシステムよりも短い待ち時間を有する第２フィル
タシステム（１９、２０、２１）と、
　前記第１フィルタ信号（ｆｓ１）をチャンネルごとに増幅し、当該増幅された信号であ
って前記Ｍ本のチャンネルに分割された増幅信号（ｖ）を、前記Ｎ本のチャンネルに分割
されたパラメータ（ｆｐ）に変換する風雑音分析ユニット（１８、２２）とを備え、
　風の成分を低減するために、前記Ｎ本のチャンネルごとに前記第２フィルタ信号（ｆｓ
２）に前記パラメータ（ｆｐ）が適用され、前記伝送信号（ｕ）が得られることを特徴と
する聴取装置。
【請求項５】
　前記第１フィルタシステム（１６、１７）が前記第２フィルタシステム（１９、２０、
２１）よりも平均して遅延時間が長いフィルタを有することを特徴とする請求項４に記載
の聴取装置。
【請求項６】
　第１補聴器が請求項４又は５に記載の聴取装置として形成され、第２補聴器が外部の機
器である、両耳補聴器システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、風によって妨害された有効信号に基づいていて、聴取装置から外部の機器に
伝送可能である伝送信号を発生するための方法に関する。この場合、聴取装置の風によっ
て妨害された有効信号から第１と第２のマイクロホン信号が発生させられ、両マイクロホ
ン信号が第１待ち時間を有するフィルタシステムによってろ波され、それによって第１フ
ィルタ信号が得られる。両マイクロホン信号から風の成分を低減することができるパラメ
ータが第１フィルタ信号から算出される。本発明はさらに、伝送信号を同様に発生するた
めの聴取装置に関する。ここで、聴取装置とは、耳の中または耳上に装着可能で音響刺激
を生じるすべての機器、特に補聴器、ヘッドセット、ヘッドホン等であると理解される。
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【背景技術】
【０００２】
　補聴器は難聴者の補助に役立つ携帯可能な聴取装置である。たくさんの個々の要求に応
じるために、耳後方補聴器（ＨｄＯ）、外部レシーバを有する補聴器（ＲＩＣ：カナル内
のレシーバ）および耳内補聴器（ＩｄＯ）、例えば耳甲介補聴器またはカナル補聴器（Ｉ
ＴＥ、ＣＩＣ）のようないろいろな構造形式の補聴器が提供される。例示的に挙げた補聴
器は外耳にまたは耳道内に装着される。さらに、骨伝導式補聴器、埋め込み可能なまたは
振動触覚式の補聴器が市販されている。その際、損なった聴覚への刺激は機械的にまたは
電気的に行われる。
【０００３】
　補聴器は原理的には主要な構成要素として、入力変換器、増幅器および出力変換器を備
えている。入力変換器は一般的に、音響受信器、例えばマイクロホンおよび／または電磁
式受信器、例えば誘導コイルである。出力変換器はほとんどが電気音響式変換器、例えば
小型スピーカであるかまたは電気機械式変換器、例えば骨伝導レシーバである。増幅器は
通常は信号処理ユニットに組み込まれている。この原理的な構造は耳後方補聴器の例が図
１に示してある。耳の後ろに装着するための補聴器ケーシング１には、周囲から音を拾う
ための１個または複数のマイクロホン２が組み込まれている。同様に補聴器ケーシング１
に組み込まれた信号処理ユニット３はマイクロホン信号を処理および増幅する。信号処理
ユニット３の出力信号は音響信号を出力するスピーカまたはレシーバ４に伝送される。音
は場合によっては、耳形成物によって耳道内に固定された音響チューブを経て補聴器装着
者の鼓膜に伝送される。補聴器のエネルギー供給と特に信号処理ユニット３のエネルギー
供給は、同様に補聴器ケーシング１に組み込まれた電池５によって行われる。
【０００４】
　補聴器および特に耳後方補聴器または外部マイクロホンを備えた補聴器にとって、風雑
音が問題になる。このような補聴器の信号が他の機器、他のシステム等、例えば他の補聴
器（特に両耳風雑音低減のために）あるいはヘッドセットで使用されるときに、伝送すべ
き信号内の風雑音が低減されると有利である。風雑音は通常は、ほとんどが同時に用いら
れる２つの方法で低減可能である。
－　指向性マイクロホンの指向特性を全方向性にセットする。
－　周波数に依存し、さらに対応する周波数帯域において推定された風の強さに依存する
増幅の適用。
【０００５】
　風雑音は周波数にきわめて強く依存する作用である。これは図２からわかる。先ず第１
に、風の強さｗ１～ｗ４が上昇するにつれて、可聴スペクトルのより低い周波数および中
間の周波数の音響出力が上昇する。例えばウィーナーフィルタによって風を周波数にわた
って推定し、周波数帯域の振幅を適切に低減することが、周波数依存性に基づいて有利で
ある。
【０００６】
　このような妨害雑音低減はフィルタバンクまたは設定変更可能な高域フィルタを必要と
する。補聴器におけるチャンネル特有の処理のためのフィルタバンクはほとんどが１６～
４８本のチャンネルを使用する。しかし、これは当該の信号で長い待ち時間をもたらす。
すなわち、多数のチャンネルに基づいて、ある程度のフィルタ長さを必要とする急傾斜フ
ィルタが必要である。これに相応して、遅延が長くなる。しかし、例えば４８本のチャン
ネルを有する高分解されたフィルタバンクは、風を正確に検出することができるという利
点がある。実際には、このような風検出は、単耳の風雑音低減のための最初のステップに
すぎない。しかし、信号内の風雑音を低減するために（すなわち、増幅を適用し、もう一
方の補聴器に伝送しなければならない時間信号を再現するために）、このようなフィルタ
バンクが使用される場合には、両耳システムでの適用のための約４～５ｍｓの付加的な遅
延または待ち時間を受け入れることはできない。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで、本発明の課題は、有効音の信号伝送が必要である聴取システムにおいて風雑音
を低減する可能性を見いだすことである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この課題は本発明に従い、聴取装置内で風によって妨害された有効信号からなる第１と
第２のマイクロホン信号を発生し、第１待ち時間を有する第１フィルタシステムによって
両マイクロホン信号をろ波し、それによって第１フィルタ信号が得られ、そして第１フィ
ルタ信号に依存しないで、両マイクロホン信号の一方または両方から、風によって妨害さ
れた伝送信号を得ることにより、並びに風によって妨害された伝送信号から風の成分を低
減して、伝送信号を得ることにより、風によって妨害された有効信号に基づいていて、聴
取装置から外部の機器に伝送可能である伝送信号を発生するための方法によって解決され
る。すなわち、本発明は、聴取装置内で風によって妨害された有効信号に基づいていて且
つ聴取装置から外部の機器に伝送可能である伝送信号を発生するための方法において、聴
取装置内で風によって妨害された有効信号から第１と第２のマイクロホン信号を発生し、
第１と第２のマイクロホン信号を第１分岐線とそれに並列の第２分岐線に分岐させ、第１
分岐線に分岐した第１と第２のマイクロホン信号を第１待ち時間を有する第１フィルタシ
ステムによってろ波し、それによって第１フィルタ信号が得られ、そして、第２分岐線に
分岐した第１と第２のマイクロホン信号又はそれをベースとした信号から、第１フィルタ
信号を利用して風の成分を低減して、伝送信号を得ることを特徴とする。
【０００９】
　本発明に従ってさらに、聴取装置内で風によって妨害された有効信号からなる第１と第
２のマイクロホン信号を発生するためのマイクロホン装置と、両マイクロホン信号をろ波
して、第１フィルタ信号を得るための、第１待ち時間を有する第１フィルタシステムと、
第１フィルタ信号に依存しないで、両マイクロホン信号の一方または両方から、風によっ
て妨害された伝送信号を得るための処理装置と、風によって妨害された伝送信号から風の
成分を低減して、伝送信号を得るための風雑音低減装置を備えている、風によって妨害さ
れた有効信号に基づいていて、聴取装置から外部の機器に伝送可能である伝送信号を発生
するための聴取装置が提供される。すなわち、本発明は、風によって妨害された有効信号
に基づいていて且つ聴取装置から外部の機器に伝送可能である伝送信号を発生するための
聴取装置であって、風によって妨害された有効信号から第１と第２のマイクロホン信号を
発生するためのマイクロホン装置と、第１分岐線に分岐された第１と第２のマイクロホン
信号をろ波して、第１フィルタ信号を得るための、第１待ち時間を有する第１フィルタシ
ステムと、第１分岐線と並列の第２分岐線に分岐された第１と第２のマイクロホン信号又
はそれをベースとした信号から、第１フィルタ信号を利用して風の成分を低減して、伝送
信号を得るための風雑音低減装置とを備えていることを特徴とする。
【００１０】
　本発明では、聴取装置の主信号処理分岐線（第１分岐線）に対して並列に設けられ、伝
送信号を発生する別個の分岐線（第２分岐線）において、風雑音低減が行われる。
【００１１】
　実施の形態では、風雑音をろ波するために使用されるパラメータが第１フィルタシステ
ムによって得られ、伝送するための画定された信号が第１フィルタシステムよりも短い待
ち時間を有する第２フィルタシステムによって任意に得られる。そして、風雑音低減のた
めのパラメータが、短い待ち時間によって得られた信号に適用されるので、風雑音を除去
した信号が短縮された待ち時間の後で伝送に供される。第２フィルタシステムの後で供さ
れる風を含む信号と、第１フィルタシステムを経て得られたパラメータとの間の小さな時
間差は実際には重要ではない。
【００１２】
　好ましくは第１フィルタシステムでろ波する際に、その都度のマイクロホン信号は、第
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２フィルタシステムでろ波する場合よりも多いチャンネルに分割される。第１フィルタシ
ステムのチャンネルの数がこのように多いことによって、風をより確実にかつより正確に
検出することができる。風低減自体のためには、信号をより少ないチャンネルに分割する
ことで十分である。
【００１３】
　第２フィルタ信号へのパラメータの適用は、第２フィルタ信号をパラメータに依存する
係数に掛けることによって行うことができる。特に、パラメータが増幅である場合には、
第２フィルタ信号をパラメータに掛けることが望ましい。
【００１４】
　特に、乗算のための各係数を、平均値割り当て、最小値割り当てまたは最大値割り当て
によって求めることができる。基本的には、第２フィルタシステムよりも多くのチャンネ
ルが第１フィルタシステムで予想されるときは、その都度１つのチャンネルに複数のチャ
ンネルの割り当てが必要である。その際、生じるチャンネルには、入力チャンネルの平均
値、入力チャンネルの最小値または入力チャンネルの最大値を割り当てることができる。
割り当ての選択に応じて、風低減の程度に影響を及ぼすことができる。
【００１５】
　発展形態では、両マイクロホン信号を第２フィルタシステムによってろ波し、その際先
ず最初に生じる中間信号を、ビームフォーミング装置によって第２フィルタ信号と組み合
わせることができる。これは、伝送すべき信号のために修正信号が供されるという利点が
ある。
【００１６】
　本発明に係る聴取装置の場合、第１フィルタシステムは平均して、場合によっては第２
フィルタシステムよりも長いフィルタを備えている。この長いフィルタはチャンネルのは
っきりした分離、ひいては風の良好な検出につながるが、長い待ち時間を意味する。
【００１７】
　さらに、第１フィルタシステムは出力側に、第２フィルタシステムよりも多いチャンネ
ルを有することができる。チャンネルが多くなるにつれて、より高い周波数分解が達成可
能である。これは風検出にとって有利であるが、それによって待ち時間がさらに長くなる
。
【００１８】
　特に、第２フィルタシステムが出力側に２～１０本のチャンネルを有し、第１フィルタ
システムが出力側に１６本以上のチャンネルを有することができる。実際には、第２フィ
ルタシステムが例えば４本のチャンネルを有し、第１フィルタシステムが１６本または４
８本のチャンネルを有すると特に有利である。それによって、一方では第１フィルタシス
テムの後で質的に高価値の風検出を達成することができ、他方では第２フィルタシステム
の後で質的に十分な風低減を達成することができる。
【００１９】
　それによって、第１補聴器が上記の特性を有するように形成され、第２補強器が外部の
機器である両耳補聴器システムを提供可能であるときわめて有利である。従って、風低減
された信号が短い待ち時間で一方の補聴器から頭の他の側の他方の補聴器に伝送可能であ
る。
【００２０】
　本発明に係る方法に関連して上記説明した特徴および効果は、本発明に係る聴取装置に
も適用可能であり、そしてその逆も可能である。
【００２１】
　添付の図に基づいて本発明を詳しく説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】従来技術に係る補聴器の原理的な構造を示す。
【図２】異なる風強さの場合の出力スペクトルを示す。
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【図３】聴取装置において伝送信号を発生するための構成要素の概略的なブロック図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　次に詳しく説明する実施例は、本発明の有利な実施の形態である。
【００２４】
　多くの聴取装置において風による妨害信号の低減はきわめて重要である。使用分野はヘ
ッドセット、両耳補聴器であるが、一般的には一方の耳から他方の耳への伝送も使用分野
である。
【００２５】
　特に、両耳の風雑音抑制または風雑音低減に適用される。その際、身体のどちらの側に
、より大きな風雑音の妨害信号が存在するかが調べられる。風の弱い側からその都度他方
の側へ信号が伝送される。この伝送は代表的な風スペクトル（図２参照）に基づいて、限
界周波数の下方の周波数に制限することができる。
【００２６】
  しかし、風による妨害信号が一層低減されると有利である。そのために、最初の試みに
従って、伝送の受信側で風雑音を検出することができる。その前提条件として、風検出の
ために必要な信号の微細構造が得られるほど高い品質の２つのマイクロホン信号が伝送後
に供されることが必要である。従って、高い品質の２チャンネル伝送が必要となる。しか
し、これは、伝送の前に既に風雑音を低減することが得策であるほど高い、伝送のための
データ処理能力を必要とする。
【００２７】
　他の試みに従って、該当する周波数帯域（または一般的には低い周波数帯域）の振幅を
低減するために、周波数に依存するかまたは周波数に依存しない風強度または風雑音減衰
パラメータを他方の補聴器に伝送することができる。しかし、そのためには、十分に高い
更新速度を有する付加的なデータを伝送しなければならない。これは実際には不可能であ
るように思える。
【００２８】
　これらの考察に基づいて、両耳処理の場合他方の補聴器に伝送する前にあるいは外部の
機器または追加機器に伝送する前に、風による妨害信号を低減することが望ましいという
結論に達する。これは特に、風が両耳システムの両側で妨害作用するときおよび主として
両耳システムの一方の側で妨害作用するだけでなく、風上側が変化する場合に交替過程中
も妨害作用するときに有利である。このケースはまさに、未処理の広帯域信号だけを伝送
するシステムの弱点である。
【００２９】
　しかし、伝送の前の風雑音の低減は、待ち時間、すなわち信号遅延に関する問題を生じ
る。つまり、一方では、風雑音を確実に検出すべきであり、これは長いフィルタまたは多
チャンネルのフィルタバンクを必要とする。風雑音低減を含めたこのような風分析は約５
～６ｍｓの待ち時間を伴う。他方では、信号の伝送自体が同様にこのような時間を必要と
する。最後に、伝送された信号の受信側の処理が必要であり、この処理には同様に例えば
５ｍｓが必要である。しかし、全体の伝送および処理のために、最大で１０～１１ｍｓし
か許容されないので、待ち時間を低減しなければならない。本発明では、待ち時間の低減
は、風を低減した伝送すべき信号（伝送信号）が、聴取装置の音の出力信号を発生する主
処理分岐線１０から独立して、並列の分岐線１１において発生させられることによって達
成される。その際先ず最初に、１個または複数のマイクロホンから、風によって妨害され
た伝送信号が並列の分岐線１１に供給される。風によって妨害された伝送信号の風成分の
低減は、主処理分岐線１０から独立して並列の分岐線１１において行われる。代替的に、
主処理分岐線１０（以下、短く、分岐線１０という）内に既に存在する風低減（装置）が
並列の分岐線１１内での風低減のために利用される。従って、第１分岐線１０において風
検出または風分析が行われ、第２分岐線１１において風低減が行われる。これは図３に概
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略的に示してある。第１分岐線１０では処理が例えば１６本または４８本のチャンネルで
行われ、一方、第２分岐線における処理ははるかに少ないチャンネル、例えば１本または
４本のチャンネルで行われる。そして、第１分岐線１０からのデータは、第２分岐線１１
において風雑音除去のために使用される。
【００３０】
　原理的には、少ないチャンネルを有する第２分岐線１１を、風強度の検出のために使用
することができるが、多数のチャンネル（ここでは４８本）から供される、既存の風雑音
除去器の値を用いることと、この多数のチャンネルを第２分岐線１１の少ないチャンネル
に変換することが、演算コストの観点からより望ましい。このような変換は演算コストが
少なくて済み、第１分岐線１０のより高い分解能を有する対応するチャンネルの平均値演
算または最大値演算を有するあまり複雑でない変換である。
【００３１】
　図３の具体的な例には、伝送すべき信号を発生する個々の聴取装置の信号処理要素が示
してある。図示した要素を内蔵するケーシングはここでは図示を省略されている。
【００３２】
　例示的な聴取装置は入力変換装置として２個のマイクロホン１２、１３を備えている。
このマイクロホン１２、１３は例えば風雑音を含む周囲の音を感知する。マイクロホンは
この周囲の音からアナログのマイクロホン信号を生じる。このマイクロホン信号はそれぞ
れアナログ／デジタル変換器１４、１５に供給される。場合によっては、このようなアナ
ログ／デジタル変換を省略することができる。デジタル変換の後で、第１マイクロホン１
２ではデジタルの第１マイクロホン信号ｍｓ１が生じ、第２マイクロホン１３ではデジタ
ルの第２マイクロホン信号ｍｓ２が生じる。
【００３３】
　第１分岐線１０において第１マイクロホン信号ｍｓ１が高分解の第１フィルタバンク１
６に供給される。これに対して並列に、第２マイクロホン信号ｍｓ２がさらに高く分解す
るフィルタバンク１７に供給される。両フィルタバンク１６、１７はその入力信号をここ
では４８本のチャンネル（場合によっては異なる数のチャンネル）に分割する。高分解の
両フィルタバンク１６、１７は第１フィルタシステムにまとめることが可能である。この
第１フィルタシステムすなわちフィルタバンク１６、１７は、例えば５ｍｓの第１待ち時
間で第１フィルタ信号ｆｓ１を供給する。高い選択度を達成するために、第１フィルタシ
ステムが高分解であり、かつ多数のチャンネルに信号を供給するかまたは第１フィルタシ
ステムの個々のフィルタが比較的に長いので、待ち時間は長い。両マイクロホンチャンネ
ルのすべての第１フィルタ信号ｆｓ１は、風雑音評価ユニット１８と変換装置２２を備え
た風雑音分析ユニット１８、２２に供給される。この風雑音分析ユニットにより、風雑音
は例えば相関分析によって検出される。その際、ここでは４８本のチャンネルの各々につ
いて、増幅が計算されるので、多チャンネルの増幅信号ｖが出力側に生じる。あるチャン
ネルにおいて、多数の風雑音が存在するときには、例えば増幅が低減される。
【００３４】
　多チャンネルの増幅信号ｖと第１フィルタ信号ｆｓ１は聴取装置では通常、他の方法で
さらに処理される。これはしかし、図３には示していない。特に、多チャンネルの増幅信
号ｖは、全体信号、すなわち第１フィルタ信号ｆｓ１から風を除去し、適切な出力信号を
生じるために使用される。しかし、好ましくは無線の伝送のための伝送信号の発生が最も
重要である。
【００３５】
　第２分岐線１１では、広帯域伝送信号ｕが発生させられる。この伝送信号は風雑音を除
去されているかまたは少なくとも風雑音が低減されている。さらに、第２分岐線１１は第
１分岐線１０よりも短い待ち時間を有する。その際、第１マイクロホン信号ｍｓ１および
／または第２マイクロホン信号ｍｓ２は風で妨害された伝送信号として、第２フィルタ信
号ｆｓ２を供給する第２フィルタシステムに任意に第２分岐線で供給される。図３に示し
ていない最も簡単なケースでは、第１マイクロホン信号ｍｓ１または第２マイクロホン信
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号ｍｓ２だけが風で妨害された伝送信号として、第２分岐線１１で処理される。任意の第
２フィルタシステムは（図３のフィルタバンク１９のような）個々の小さなフィルタバン
クだけからなっている。このフィルタバンクは信号を例えば４つのチャンネルに分割する
。この場合、チャンネル内の信号は互いに第２フィルタ信号ｆｓ２を示す。
【００３６】
　図３に示したより高い拡張バージョンでは、第１デジタルマイクロホン信号ｍｓ１はこ
こでは４チャンネルの第１フィルタバンク１９に供給され、第２デジタルマイクロホン信
号ｍｓ２はここでは４チャンネルの第２フィルタバンク２０に供給される。従って、先ず
最初はフィルタバンク１９、２０の出力側に中間信号ｚｓ１、ｚｓ２が発生する。この中
間信号はビームフォーミング装置２１に供給される。このビームフォーミング装置は中間
信号から、４つのチャンネルに並列に存在する第２フィルタ信号ｆｓ２を形成する。
【００３７】
　フィルタバンク１９、２０がそれぞれの信号を少ない（ここでは４つの）チャンネルに
分割するので、その待ち時間は第１分岐線１０のフィルタバンク１６、１７の待ち時間よ
りも短い。フィルタバンク１９、２０の場合、個々のフィルタを一層短くすることができ
る。というのは、より低い立ち上がり速度が要求されるからである。これも一層短い待ち
時間を生じる。この場合、二次サンプリングを省略することができる。従って、フィルタ
バンク１９、２０は時間領域フィルタバンクと呼ぶこともできる。
【００３８】
　第１分岐線１０において４８本のチャンネルで得られた増幅値ｖは本例では、より短い
待ち時間で得られた、４本のチャンネルに存在する第２フィルタ信号ｆｓ２に適用される
。そのために、４８本のチャンネルの増幅値ｖを変換装置２２によって４本のチャンネル
に変換する必要がある。この変換は４つのパラメータｆｐで行われる。乗算器２３におい
て、各チャンネルでそれぞれ第２フィルタ信号ｆｓ２がそれに所属するパラメータｆｐに
掛けられる。第１分岐線１０のより長い待ち時間のために、パラメータｆｐは第２フィル
タ信号ｆｓ２の発生時点の前に存在する発生風に由来する。しかし、これは風雑音につい
ては重要ではない。
【００３９】
　パラメータｆｐをつけた第２フィルタ信号ｆｓ２は合成フィルタバンク、最も簡単な場
合には加算器２４に供給される。この加算器はこの第２フィルタ信号から広帯域の伝送信
号ｕを求める。無線でまたは有線で外部機器、特に他の補聴器に伝送信号を送信するため
に、送信装置２５が伝送信号を受け取る。変換装置２２では例えば４８本の入力チャンネ
ルの最初の２つのチャンネルが４本の出力チャンネルの最初のチャンネルに変換される。
さらに、４８本の入力チャンネルの次の４本の入力チャンネルが４本の出力チャンネルの
第２のチャンネルに変換される。これが順々に行われる。すなわち、例えば代表的な風ス
ペクトル（図２参照）を考慮した非画一的な変換が生じる。
【００４０】
　つまり、本発明で一般的であるような上記の実施の形態において、風が、少なくとも２
つのマイクロホン信号から発生させられた信号において、他方の補聴器または追加機器に
伝送する前に低減されると有利である。その際、付加的な遅延または待ち時間は、遅延の
少ないフィルタバンクまたはフィルタバンクシステムを、信号伝送のために、普通の処理
のための多チャンネル式フィルタバンクに対して並列に用いることによって回避される。
さらに、通常既に存在する多チャンネル式風雑音推定（およびその増幅）がより小さなフ
ィルタバンクまたはより小さなフィルタバンクシステムへの変換（指向性マイクロホンの
ためにも使用可能である）のために使用されることにより、付加的な演算コストを節約す
ることができる。
【符号の説明】
【００４１】
　１６、１７・・・フィルタシステム
　ｆｓ１、ｆｓ２・・・フィルタ信号
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　ｍｓ１、ｍｓ２・・・マイクロホン信号
　ｕ・・・伝送信号

【図１】

【図２】

【図３】
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