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1 はじめに 
テレビやラジオは，インターネット隆盛の現

在でも，高齢者にとっては情報・娯楽提供と

いう面で重要なメディアである．しかし，そ

の高齢者から放送番組の音声が聞きとりにく

いと指摘を受ける事が少なくない． 

その原因として，高齢者は放送番組の背景音

（音楽・効果音）を大きく感じていると言わ

れており，NHK では，家庭側で高齢者に適し

た番組背景音の大きさに調整する装置の開発

を進めている．今回，受信側を模した評価装

置を試作し，高齢者と若年者を対象にドラマ

番組を使用して適切な背景音の大きさと，許

容できる信号処理劣化の大きさに関する調整

実験を行ったので報告する． 

 

2 受信機用背景音量調整装置の試作 
放送番組音の音声混合区間(ナレーション

と背景音が混在する区間)と，背景音区間(背

景音だけの区間)，それぞれの区間において，

実験者が背景音の大きさを適切に調整するこ

とで，高齢者の聞きやすさが向上することを

確認している[1]．本稿で目的とする受信機側

での聞きとり改善手法としては，ステレオチ

ャンネル間の信号の相関の低い(背景音と仮

定した)成分を小さくする手法[2]がある．しか

し音声のない区間でこの方法を用いた場合は

信号処理による音質劣化が大きいという問題

があった．そこでミキシング済みの番組音声

に対して音声混合・背景音区間に分けて信号

処理を切替え，音声混合区間では，相関の低

い成分を抑圧し，背景音区間ではゲイン制御

のみを行うことで番組全体の音質劣化を小さ

くする手法(Fig.1)を考案した[3]．デジタル放

送の TS（Transport Stream）ファイルを使用

して，逐次背景音抑圧量を調整する機能を備

えた評価装置を試作した[4]．装置は付属のコ

ントローラー操作量に応じて背景音の抑圧量

を調整し，その操作量を逐次記録することが

できる．  
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Fig.1 背景音抑圧処理法のブロック図 

             

3 高齢者に適した背景音調整量と許容

できる信号処理による劣化 
 聞きとりやすい受信機として背景音の大き

さを自動的に調整することを想定している．そ

の際，視聴者の聴力や好みに応じて数段階に調

整する必要があると考えており，今回は高齢者

に適した背景音調整量と，背景音抑圧量を大

きくした場合の信号処理劣化に対する許容限

の 2 段階の調整量を求める実験を行った． 

  

3.1 適正な背景音調整量 

評価素材には，一部の視聴者から背景音が

大きすぎると指摘のあったドラマ番組から 

30-60 秒程度，20 シーンを用いた．実験 1 と

して，それぞれのシーンに対して，2 つのボ

リュームにより音声混合・背景音区間の背景

音の大きさを独立に操作し，ちょうど良い大

きさに調整するよう指示した． 

実験は防音室で実施した．実験システムに

は映像・音声再生には試作装置を，映像提示

には 40/42 インチの平面 TV を使用し，PC 用

DA インターフェース:FirefaceUC(RME)を介

し て ， 小 型 ス ピ ー カ ー ： Entry-Si 

- 1509 -

1-4-2

日本音響学会講演論文集 2012年9月



(ALR-Jordan)により音声を提示した．評定者

の視聴位置と使用したコントローラーの外観

を Fig.2 に示す．今回の実験では，音声混合

区間と背景音区間の調整量を調査するため，

左側２つのボリュームのみを使用した．ナレ

ーションの提示音圧は，高齢者が家庭でテレ

ビを聴取する時の大きめの音量[5]を想定し，

75dBA とした．評定者は 62 歳－72 歳の高齢者

11 名（40dBHL 以内）と，比較のため 22－25

歳の若年者 12 名である．実験は一名ずつ行い，

調整時にはシーンの繰り返し再生を許可した．  
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Fig.2 評定者視聴位置とコントローラー 

 

3.2 許容できる劣化と聴感上の抑圧量の調査 

我々の手法では，ステレオの無相関成分を

背景音と仮定していたが，同相成分として抽

出した推定音声には，実際には背景音も含ま

れている．そこで実験 2 では，許容できる信

号処理劣化の大きさの調査に加え，その際に

聴感上の背景音の抑圧量の推定も試みた．実

験 1 と同一の評価素材・防音室・実験システ

ムを使用し，同じ評定者により実施した．教

示内容は，①音声混合区間において，信号処

理による音質劣化が許容できる範囲で背景音

をなるべく小さく調整すること．②背景音区

間では，音声混合区間での各評定者の調整値

を基準に背景音の大きさがシーン内で連続し

て自然に聞こえる大きさに調整すること．の

2 点である．②の教示により音声混合区間で

の聴感上の背景音抑圧量を求めることを期待

した．  

 

4 評価実験結果と考察 
 音声混合・背景音区間の 2区分に加えて，

高齢者と若年者 2つの群を加えた 4 区分で解

析を行った．今回は，各試行の区間毎の調整

量（平均値）を標本値とした．4 区分の標本

値の平均と標準偏差を Fig.3 に示す．0dB が

オリジナルのミキシングバランスを示してお

り，高齢者は若年者と異なり，背景音の大き

さを標準的な放送の背景音の大きさよりも

2-3dB 程小さく調整する傾向が観測された． 

許容限の実験では，音声混合区間では

19/15dB（高齢者/若年者）程度小さく，背景

音区間では 10/6dB 程度小さく調整していた．

この結果から音声混合区間の 19dB の調整量

は聴感 10dB に換算できる可能性があると考

えており，今後 S/N 比を統制したコンテンツ

と比較して詳細に調べていく予定である．ま

た，2 段階の調整実験結果から，本試作機は

高齢者の番組背景音に対する広い調整範囲を

制御できる可能性を示せたと考えている． 
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Fig.2 調整量の平均値と標準偏差 

 

5 まとめ 
高齢者に聞きとりやすい放送音声サービス

を実現するため，家庭側で高齢者に適した番

組背景音の大きさに調整する装置の開発を目

指し，ドラマ番組を評価素材として背景音量

調整に関する評価試験を実施した．評価結果

から，試作機は高齢者の番組背景音に対する

広い調整範囲を制御できる可能性を示せた． 

今後，得られた実験データを元に，より高齢

者にも聞きとりやすい放送サービスの実現を

目指して発展させていきたいと考えている． 
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