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1 はじめに 
聴こえを助ける補聴器などは，普通は空間

を伝搬してきた音を入力としている。この場

合，残響や雑音によって了解度が落ちること

があるが，電気信号などで音源の音を直接に

補聴器に届ければこの問題は解消する。この

ための方法として，磁気誘導ループ，FM 方

式，赤外線方式などがある。これらの集団補

聴方式は，一般に，一人の固定した話者と多

数の聴取者を想定したものであり，話者が動

的に変わる会話や会議などには対応しない。 
本報告では，話者と聴取者を固定しないで

会話や会議が行える聴こえ支援方式を検討す

る。とりわけ，健聴者と難聴者が混在した場

合の会話や会議をスムーズに行うことを目的

に，（１）ひとつの磁気誘導ループを介して多

数の話者から多数の聴取者に音信号を伝える

方式，（２）2.4 GHz 帯デジタル無線による方

式について述べる。 

2 磁気誘導ループ利用方式 
この方式は，その概念はすでに報告したが

[1][2]，Fig. 1 のように多数の無線マイクロホ

ンからの信号をミキシングして１つの磁気誘

導ループに出力するものである。会議参加者

は全て無線マイクロホンを装着する。参加者

のうち難聴者は T-mode 補聴器を装着し，磁

気誘導ループからの信号を受信する。 
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Fig, 1 Method using a hearing loop and wireless 
microphones 
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Fig. 2 Configuration of the loop driver with 
mixing several Bluetooth receivers. 
 

 
Fig. 3 Loop amplifier with six-input. 

 
具体的には，Bluetooth 方式のワイヤレスマ

イクロホン（ここでは SONY, ECM-AW3 を利

用）を複数用い，その受信機出力アナログ信

号を Fig. 2 のようにアナログ・ミキサーを介

して１つの磁気誘導ループに出力している。

このように，ループ駆動アンプを多入力とす

ることで，ループの使い方が広がるので，多

入力のループアンプが望まれる。Fig. 3 はそ

の製作例である。 
多対１の無線方式を採用すればアナログ・

ミキサーは不要であるが，このようにアナロ

グ・ミキサーを用いることで，赤外線ワイヤ

レスマイクロホンなど他の無線マイクロホン

や有線マイクロホンも混用できる。利用した

無線方式の制限により， 大利用できる人数

が決まる。この方式では Bluetooth の遅れなど

が気になる場合がある。特に，Bluetooth マイ

クロホンと赤外線 FM マイクロホン，有線マ

イクロホンなどの遅れの無いアナログ方式を

いっしょに用いた場合に Bluetooth などデジ
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タル方式の遅れが問題になる。 

3 デジタル無線方式 
ここでは，2.4 GHz 帯デジタル無線ユニッ

トを利用して開発した会話システムについて

述べる。Fig. 4 のように複数の無線ユニット

群の内，一台が送信し，残りの全ユニットが

受信する。送信は発言する者が PTT スイッチ

を押すことで行われる。 
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Fig. 4 Communication between the developed 
wireless units. 
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Fig. 5 Block diagram of the wireless unit. 

 
Fig. 5 に無線ユニットの構造を示す。1-bit

シリコンマイクロホンの出力は FPGA で処理

されて 2.4 GHz 帯デジタル無線部に入力され

る。マイクロホンは２つあり，ステレオにな

っている。受信信号はアナログ変換後に ALC
を介してパワーアンプに入力される。図から

はわからないが，受信音声もステレオであり，

両耳受聴となっている。また，磁気誘導ルー

プの受信機としても使えるように，ピックア

ップコイルが内蔵されている。試作機の外観

を Fig. 6 に示す。これを用いて多人数の会議

を無線で行うことができる。 
この方式は，発言者が PTT スイッチを押し

て送信するところに特徴と問題点がある。同

時に複数の者が発言すると競合を起こす。実

際には受信側がどちらかを選んで受信するの

で，アナログ方式の混信のような状態にはな

らないが，電波状況により，受信側が送信信

号の選択を頻繁に切り替える場合がある。発

言者の統制を行える会議などに向くシステム

である。会話のような自由発言の場合にはさ

らなる工夫が必要であると考えている。 
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Fig. 6 Appearance of the developed wireless 
device with 2.4-GHz digital radio. 

 

4 おわりに 
講演のような一方通行ではなく，健聴者と

難聴者が混じったグループで会話や会議を行

うことができるシステムが強く望まれている。

このためには，多対多の無線システムが必要

である。今回は多数の Bluetooth 無線マイクロ

ホンの出力を１つの磁気誘導ループに入力し

てこれを実現する方法と，１対多のデジタル

無線方式を試した。前者は比較的使いやすい

が，ループをひく必要があるのが難点である。

後者は送信者を 1 名に統制する必要があるの

で，会議には有効であるが，自由会話などは

円滑に進まない場合がある。多対多で通話可

能な無線システムが望まれる。 
 

謝辞 
無線方式会話デバイスの開発にご協力いた

だいた東栄電気工業株式会社・中河原喬一氏

に感謝します。本研究は，東工大ソリューシ

ョン研究機構プロジェクトとして行われた。 
 

参考文献 
[1] 小山, 高橋, 寺西, 中村, 上羽, 音講論

(秋), 507-508, 2006． 
[2] 小山, 高橋, 中村, 上羽, 音講論(春), 

713-714, 2007．  

- 1620 -日本音響学会講演論文集 2011年3月


