リサウンド･エンヤが提供する
クリアな音声と高音質なサウンド
ジェニファー・グロス, 聴覚学修士, ジーエヌリサウンド グローバルオージオロジー部

概要
リサウンド･エンヤは室内外を問わず、騒音の多い環境でも、優れた音質とクリアな言葉の聞き取りを装用者へ
提供することができる、高い価値のあるきこえのソリューションである。リサウンドの内耳機能ワープ™信号処理
による増幅を中心に、環境適応型指向性、ノイズトラッカー™Ⅱ雑音抑制、ウインドガード™やウルトラDFS™Ⅱ
ハウリング抑制などといった優れた機能によって、装用者は高い満足を得られる。またリサウンド･エンヤは耳鳴り
治療用サウンドジェネレーターも内蔵している。

聴覚は一次感覚だが、視覚とは異なり、常に｢オン」の状態

図1は、補聴器に関するさまざまな特性が装用者の満足度

になっているため、その真の重要性を実感しにくい。私た

に及ぼす影響を示している。｢高機能｣｢価値｣｢音質｣が、満

ちの日常生活は聴覚と密接にかかわっているため、聴覚を

足度を高める上位3つの要素となっている。だが実際には、

失うことにより生じ得る複雑な問題を想像することは非常

これら3つの要素は密接に関連していると言える。｢高機能

に困難である。聴覚は、周囲で起こっていることを認識する

｣は、標準的な性能を超える機能を意味しているが、｢高機

ために不可欠である。それと同時に、聴覚は人間のコミュ

能｣という性質のみが満足度の決定要因となるわけではな

ニケーションや交流の基本的な形態であり、また楽しみや

い。つまり、機能自体が装用者の満足度に影響を及ぼすの

娯楽を提供するものでもある。事実、聴覚の価値は計り知

ではなく、機能から得られるメリットが装用者の満足度に影

れないほど貴重なものと言える。
リサウンドは、補聴器装用

響を及ぼすのである。支払った額に見合うメリット、聴覚関

者にあらゆる方法で最大限の価値を届けるため、
このよう

連の問題を十分に解決するメリットには、高い価値がある

な考え方を指針として、
リサウンド･エンヤシリーズを開発

と認識される。
リサウンド･エンヤでは、高音質なサウンドと

した。開発の過程では、装用者の満足を得るためには補聴

クリアな音声を装用者に届けるため、音の処理と製品の性

器に最も必要とされるものを改めて把握することに大きな

能を慎重に考慮して組み合わせた。

重点をおいた。
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図1. MarkeTrak 91が明らかにした、装用者の満足度を高める主な要素

価値

音質

クリアな音声

ソフトスイッチ™

スムーズな移行により雑音のない指向性が得られることを

ノイズトラッカー™Ⅱは、
スペクトル減算方式を用いている11。

多くの補聴器装用者や難聴者にとって最も苦労するのは、

特定の状況では特定の指向性モードが望ましくなるはずで

示している。

これは音声アプリケーションで雑音の多い環境での音声

騒音下での言葉の聞き取りである。補聴器の最初の役割

ある。
しかし、研究によると、無指向性/指向性を手動で切り

もそこにあり、音声やそれ以外の音の聞き取りを、高音質

替え可能な補聴器の装用者の30％以上が指向性モードへ

且つ音の大きさの許容レベルを超えずに改善させること

の切り替えを行っていないことが示されている 。その主な

にある。
リサウンド･エンヤは、サラウンド･サウンド by リサ

理由としては、装用者が切り替えるタイミングを知らない

の 改 善に非 常に広 範に使 用されている方 法 の 1 つであ
る。スペクトル減 算 方 式 の 概 念は、音 声 部 分 の みを残し

dB

て、短期的な雑音のスペクトルを全信号から差し引くとい

3

ウンド™に基づいた音声処理技術で構築されている。
これ

ことや、日々の補聴器の使用において手動での調整を望ん

は、人間の耳の自然なきこえのプロセスに着想を得てお

でいないことなどが挙げられる。
ソフトスイッチ™では、音

り、
リサウンドの製品はこのアプローチに沿って設計されて

環境の音響分析を行うと共に、指向性の好みに関する知識

いる。
リサウンド･エンヤも同様で、耳本来の周波数処理方

を活用し、補聴器を無指向性または指向性モードのいずれ

法を模倣した内耳機能ワープ™を基礎としている。
この処

にするかを制御することができる。
ソフトスイッチ™は、音

理では、非常に正確な解析機能を使用し、聴覚フィルタの

圧レベルおよびスピーチ検出アルゴリズムを使用して、あ

重要な帯域幅に緊密に対応するスケールに周波数成分を

る音環境において指向性が有利になる場合を判断する。た

対数的に解析している2。

とえば騒音下で、装用者の前方から音声が検出された場

うものである。概念は簡単だが、実際に応用するのは大変
2つの処理による原音に近い音声

困難なものである。というのも、この方式の成否は、雑音
を正確に特定できる能力により左右されるためである。す

無指向性

なわち、システムは、背景の雑音から音声を有効に分離で

指向性

きる機能を備えていなければならないということである。
Hz

とは言っても、背景の雑音も音声で構成されていること
が多いため、これは大きな課題であると言えよう。これ以

図3. 無指向性応答と指向性応答とがスムーズに移行するため、
自然で裸耳に近い指向性を提供する。

外にも、実際の音環境において動的な音声と雑音の構成
を把握し続けなければならないという課題もある。最後

合、環境適応型指向性に自動的に切り替わる。
ソフトスイッ

音質

に、補聴器の装用者にとって重要な点として、信号からす

環境適応型指向性

チ™では、指向性混合率機能とスムーズな指向性、無指向

どの補聴器メーカーも、自社製品の音質のすばらしさを主

べての雑音を除去するのではなく、雑音の特性を維持し

内耳機能ワープ™によるクリアで歪みのない増幅を可聴

性モード間移行により、装用者は、プログラムを切り替える

張している。このような主張は、補聴器の音質を公平に評

なければならないという点である。環境雑音をすべて除

性のために使用しても、雑音の多い状況での聞き取りは依

ことなく、雑音の多い状況では指向性のメリットを得ること

価する方法がないため、問題にされることは殆どない。
しか

去したり、雑音の背景のスペクトルを変更したりすると、音

然として困難であることが多い。背景に雑音がある場合に

ができる。

し、
リサウンドは、補聴器メーカーによって合意された公平

が不自然に聞こえる場合があるからである。従って、背景

な方法に基づいて、すべての世代の製品において優れた

の音は、装用者が音環境を認識および把握できる程度に

音声の理解を改善する最良の方法は、信号対雑音比（SN
比）を改善することである。
これには指向性マイクを使用す

指向性混合率機能

リサウン
音質であることを正当に主張することができる 。

可聴性を保つ必要がある。最終的な目標は、比較的低い

ることで可能となる。一般的な指向性マイクのシステムは、

指向性混合率機能は、低周波数の入力音に無指向性処理

ド･エンヤには、それと同じ技術が使用され、普及価格帯補

レベルの歪みのない雑音と、増幅されても歪みのない音

聞きたい信号は聞き手の前方にあると想定している。つま

を適用することで、従来の指向性付き補聴器が抱えていた

聴器の製品ラインでの高音質を実現している。

声との両方を達成することである。

り他の方向からの音は雑音とみなされ、
これらの信号の増

ソフトスイッチ™などの自動切り替え機能による可聴性や

幅は、前方からの信号と比較して抑制される。
リサウンド･

音質の問題を解決している。問題の1つは、指向性増幅に

ノイズトラッカー™Ⅱ雑音抑制による音質の向上

背景の雑音を低減するノイズトラッカー™Ⅱの精度につい

エンヤには、装用者の後方から聞こえる音のうち、最大の

よる低周波の減衰に対して行う｢低域補正｣（または低域強

内耳機能ワープ™以外に、
リサウンドの補聴器で音質向上

て、0dBのSN比で群衆の雑音を背景として音声を録音し

音をキャッチし、抑制できる高度な指向性アルゴリズム機

調）から生じる雑音である。低域が減衰される理由は、補聴

のために使用されている非常に重要な技術の一つとして、

てテストを行った。
これは、雑音抑制システムにとって非常

能、環境適応型指向性を搭載している。雑音の方向や強度

器の前方と後方のマイクに到達する低周波数音が類似し

ノイズトラッカー™Ⅱがある。雑音を抑制することにより、音

に困難な環境といえる。図4に、背景の雑音のみのスペク

に基づき、さまざまな指向性に適応できるよう設計されて

た位相関係にあることによる。つまり、前方と後方からの低

声が聞き取りやすくなり、また聞き取りが快適になり 、音

トログラムを示した。横軸は時間、縦軸は周波数となって

いる。つまり、装用者の後方の最大の雑音源を抑えると同

周波音は、到着する方向とは無関係にキャンセルされる傾

質も向上し7 、認知的負荷の低減 8などのメリットがある。聴

いる。最も音圧の高い部分はピンクで示され、比較的低い

時に、複数の位置から発生する異なる周波数成分の雑音

向にあるのだ。
このような指向性モードでの可聴性の低下

覚専門家の多くは、雑音抑制システムはどのメーカーも同

音圧は青で示されている。図4で明らかなのは、背景の雑

源も抑えることができる。

に対応するため、一般的に、低周波数音の増幅に補正が適

じであり、差異を実証する情報はほとんどないと考えてい

音は低周波数で最大のエネルギーになるが、中周波数の

用されている。
しかし、
これにより、可聴な雑音が生じ、全体

る。
しかし最近になり、システムによって音響効果が異なる

範囲でもかなりのエネルギーになるという点である。図5

的なきこえのメリットが損なわれることがある4 。低域を無

ことが立証された。また、
この差異から、健聴者においても

は、
ノイズトラッカー™Ⅱをオフにした場合とオンにした場

指向性処理することで、重要な音声に対してのSN比を改

聴力障害者においても、知覚的な差異が生じることも主観

合との差異を示している。スペクトル減算方式の雑音抑

善しつつ、
この問題を回避することができるのである。

的な測定により明らかになった

図2. 環境適応型指向性は、指向性パターンを変更しながら
装用者の後方からの音を確実に低減する。
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。雑音抑制システムに

制システムが雑音のスペクトルを正確にトラッキングし、

よって雑音の不快さが抑制され音声の自然さが保たれる

評価し、差し引くことができる場合、図4と図5は同様にな

入力信号の処理が無指向性と指向性の間で変更される周

ことが判明しているが、そのレベルについては、
システムに

るはずであり、実際にそのような結果となった。図6には競

波数は、アベンタフィッティングソフトウェアにより、補聴器

よって異なることが試験で示されている。これは製品を選

合他社メーカーのハイエンド補聴器で中レベルに設定さ

のマイクの間隔と低周波の聴力閾値に応じて、自動計算さ

択する上で重要な意味を持っているといえる。補聴器の

れた雑音抑制システムの結果を示したが、対称的な結果

れる。音質とSN比のバランスは、装用者個人に合わせ、最

フィッティングでは特定の雑音抑制システムの効果を考慮

となった。この抑制のパターンは、背景の雑音のスペクト

適に調整される。図3は、無指向性と指向性の信号の間の

する必要があるだろう。

ログラムにあまり類似していない。大きなエネルギーが

3

みられる背景の雑音に低減がほとんど適用されていない

されることとなる。指向性混合率機能では、低周波数を無

ウインドガード™は、どのような環境においても最適なソ

ウルトラDFS™Ⅱでハウリングの悩みを解消

ばかりか、別々のバンドにて抑制が行われているのが明ら

指向性処理するため、
リサウンドの指向性補聴器で生じる

リューションを提供するシステムである。もちろん、風切り

ハウリングは、その補聴器の評価を落とす主な原因である

かにスペクトログラムに示されている。どちらのシステム

風切り音の問題の一部をすでに緩和している。ウインド

音が検出されない場合、利得の低減は適用されない。その

といえよう。理由の1つは、ハウリングにより生じるピーピー

でも背 景 の 雑 音 の 不 快さを抑 制できるが、ノイズトラッ

ガード™は、指向性および無指向性のいずれのマイクモー

場合でも、風対音の比率の計算に使用するため、現在の環

音である。補聴器の装用者には聞こえなくても、周りの人

カー™Ⅱの方が、自然なきこえに近い成果が達成できると

ドにおいても風切り音に対する第2の防衛線であり、屋外

境に関する情報を継続して分析および保存する。図8に、3

には聞こえやすいことが挙げられる。ハウリング抑制機能

いえるであろう。

での聞き取り環境において快適性を保つことができる。

つの異なる状態におけるウインドガード™の処理を示す。

は、ハウリングの発生を劇的に抑え、最近のほぼ全ての補

まずパネルAであるが、ここでは風切り音は検出されてい

聴器に搭載されている。ハウリング抑制により、環境の音響

ウインドガード™が目指しているのは、風が検出された周

ない。
この状況では、環境音のレベルは、風切り音が生じた

の変化や装用者の動きによるハウリング経路の大きな変

波数帯域に十分な利得の低減を適用し、風の影響を受け

場合に備えて風対音の比率の計算に使用するため、更新

化が生じな い 静 的 な 状 況において、フィッティング時に

ない周波数帯域の利得レベルを損なわずに、補聴器の装

され続けている。次にパネルBでは、70dB SPLを下回る風

15dB以上の利得を増加することができる。
しかし、ハウリ

用者が快適に聞き取れるようにすることである。適用され

切り音が検出された状態を示している。この場合でも、利

ング抑制システムは、実際の動的な状況ではなかなか有効

る利得の低減量は、風切り音レベルや環境によって異なり、

得の低減は適用されない。最後にパネルCは、70dB SPL

に作動できない。補聴器によるノンリニア増幅や室内反響

他の音の可聴性を犠牲にしないまま、状況に応じて、また

を超える風切り音が検出された場合に、利得が低周波数帯

などの要因により、本来ハウリング抑制処理されなければ

個人に合わせて低減することが可能である。最終的な結果

域で低減される方法を示している。利得の低減量は、風切

ならない様々なハウリング音が生じる可能性がある。さら

として、補聴器の装用者は、背景のソフトな風切り音や周囲

り音と通常の音声の比率に基づき、風切り音レベルを装用

に問題を複雑にしているのは、ほとんどのシステムでは、ハ

の他の音の可聴性が維持された、
とても自然な音を聞くこ

者の環境の平均的な音レベルにすることを目的として計

ウリングと相関している場合がある外部の音を、実際のハ

とができる。

算されるのである。

ウリングと区別できないことである。そのような音とは、

図4. 背景雑音スペクトルグラムのみ。

図5. ノイズトラッカー™Ⅱがオフの場合とオンの場合の差を示す
スペクトログラム。図4の背景雑音スペクトログラムに対して
抑制するスペクトログラム。

トーン信号やビープ音、音楽などであり、ハウリング抑制シ
ウインドガード™は、風検知モジュールと風低減モジュール

ステムがこれらの音を認識できないと、不快なエコー音や

の2つのコンポーネントから構成されている。検知段階で

アーチファクト
（異音）を生じることが多くなる。その結果、

は、他の音に対する風切り音の量を、各マイクからの信号

バランスを取るために、利得や音質、さらには電話使用時

を相関させ、両方のマイクで計算している。風切り音は、各

などにおいて妥協しなければならない。

マイクからの信号が相関しない場合に生じることが多い。
風検知の最終段階では、風切り音レベルは、周囲の他の音
のレベルと比較され、風対音の比率が決定される。風低減

図6. 競合他社メーカーの雑音抑制システムを同一のテスト条件において
オフおよびオンにした場合の差異を示したスペクトログラム。
抑制は、背景の雑音のスペクトルグラムとは異なるパターンに
なっている。

パネルA

モジュールはこれを用いて、利得の低減量を決定する。

ウインドガード™を使用した屋外での聞き取りの快適性

ネントである。
システムが70dB SPLを超える風切り音があ

風切り音は、補聴器の装用者にとって不快以外のなにもの

ると判断した場合（補聴器の装用者にとって通常不快にな

でもない。低風速でも、補聴器のマイクで高レベルの乱流

る風切り音レベル）、利得の低減が特定の周波帯域に適用

雑音が生じる可能性があり、
これにより高レベルの雑音が

される。図7に、
ウインドガード™の2つのモジュールを簡略

追加され、望ましい音を歪める結果となる。風切り音は、マ

化して示した。

パネルC
70
dB SPL

音のレベル

風低減モジュールはウインドガード™の2つ目のコンポー

パネルB
70
dB SPL

（ｄB SPL）

周波数（Hz）

周波数（Hz）

周波数（Hz）

イクが1つしかない補聴器よりも2つある補聴器の方が大
これは、風切り音はスペクトル的には
きな問題となる12、13 。
図8 ウインドガード™の動作。
バーは、各帯域の出力を示している。濃い色のバーは、一定期間内の最小出力レベ
ルを示し、点線のバーは、同一期間内の最大出力レベルを示している。赤の折れ線

低周波であり、空間的に相関していないからである。風が
風検知モジュール

ある場合、独特な空気渦が補聴器の各マイクで生じる。渦

1

はそれぞれ特有であるため、各マイクの信号も特有にな

2

り、信号が相関しない。指向性補聴器の2つのマイクやポー
トで生じる無相関の入力を組み合わせると、信号レベルが

マイクの
入力信号を
比較

風対音の
比率を計算

風の低減の
モジュール

図7. ウインドガード™のデュアルマイク入力の略図。
灰色の円は、補聴器の2つのマイクを示している。

増大する。従って、低周波等価による従来の指向性補聴器

は、音響に関する帯域ごとの平均出力レベルを示している。パネルAでは、平均出力
レベルが計算されたときに風のない状況を、パネルBは、70dB SPL未満の風切り音
がある場合の風切り音を表示している。このパネルでは、利得の低減は生じない。
検出される風雑音が低レベルであるためである。パネルCでは、70dB SPLを超える
風切り音が検出されている。利得は、下向きの矢印で示されており、風切り音のレベ
ルをシステムにより事前に保存された平均出力レベルにするために適用される。

では、風切り音は、単一マイクの補聴器の場合よりも増幅

4

5

例えば、必要とされる増幅を提供した場合、
システムが誤っ

耳鳴りに対する柔軟で個人に合わせたソリューション※

てハウリングではない入力音に対しても動作し、装用者は

耳 鳴りは 、多くの 人 々 の 悩 み で ある。総 人 口 の 約 1 0 〜

6. Bentler R, Wu Y, Kettel J, Hurtig R. Digital

音質が悪くても我慢をしなければならないことがある。

15％が罹患しており、約3〜5％は、臨床的に治療可能な耳

noise reduction: outcomes from laboratory

鳴りを患っている 。実際に、難聴者の多くは、耳鳴りを主

a n d fi e l d s t u d i e s . I n t J A u d i o l . 2 0 0 8 ;

リサウンド･エンヤの装用者は、ハイレベルなハウリング抑

な症状として訴えている。
しかし、耳鳴り患者や臨床医に

47:447-460.

制技術により、より良いハウリング処理を享受することが

とって、装用者個人のニーズに応えてサポートできる真に

7. Ricketts T, Hornsby B. Sound quality mea-

可能となった。ハウリング抑制に関して長年業界をリードし

柔軟な耳鳴りの治療装置に巡り合うのは大変困難なこと

sures for speech in noise through a commer-

てきたリサウンドは、デュアルマイクタイプの指向性補聴

である。音の好みや受容性は個人によって大きく異なるた

cial hearing aid implementing "digital noise

器用に2つのキャンセルフィルタ、適応型フィルタ制約と個

め、個 人 的 な ニ ー ズや 要 望に応える柔 軟 な 音 療 法 のソ

reduction". J Acad Am Audiol. 2005;

別のキャンセルフィルタを独自の方法で使用し、音質を損

リューションは必要不可欠と言える。

16:270-277.

うことがない。ウルトラDFS™Ⅱは、補聴器に入る音の表現

リサウンド･エンヤには耳鳴り治療用サウンドジェネレー

8.Sarampalis A, Kalluri S, Edwards B, Hafter E.

を維持する入力信号のモデリングを追加している。
このコ

タ（TSG）が標準搭載されている。TSGは、どの聞き取り

Objective measures of listening effort:Effects

ンポーネントの利点は、
システムでハウリングの音とそうで

プログラムでも起動することができ、事前設定した音を提

of background noise and noise reduction. J

ない音を容易に区別し、システム作動を大幅に改善できる

供するとともに、個人の耳鳴り音の周波数成分や変調を

Speech Lang Hear Res. 2009; 52:1230-1240.

ことにある。電話の音や警告ビープ音、音楽などの日常の

カスタマイズすることができる。さらに、
リサウンド･エン

9. Brons I, Houben R, Dreschler W. Perceptual

重要な音は、ハウリングと誤認されることなく、望ましいレ

ヤ4モデルの両耳連動機能を活用すれば、最も調和が取

effects of noise reduction with respect to per-

ベルまで増幅することが可能である。

れた音を経験できるよう、両耳間の変調を同期すること

sonal preference, speech intelligibility, and

も可能である。

listening effort. Ear Hear. 2013; 34（1）:29-41.

14

※TSGの設定には専門医の処方が必要です。

ウルトラDFS™Ⅱには、電話を補聴器に近づけるなどのあら
ゆる日常生活の状況においてハウリングを確実になくすた

36-40.

10. Brons I, Houben R, Dreschler W. Effects of
noise reduction on speech intelligibility, per-

め、ハウリングサポート™機能も組み入れている。ハウリン
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必要な増幅を提供することができている。
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