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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
入力データに対して階層型ニューラルネットワークで出力データを演算するニューラル
ネットワーク演算部と、
補聴器の使用者の聴力レベルデータに基づいて前記入力データを生成する入力データ生
成部と、
前記出力データに基づいて補聴器のパラメータ値を設定する補聴器パラメータ設定部と
、
を備え、
前記聴力レベルデータは、聴力測定に使用された測定周波数とその測定周波数における
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聴力レベルとの対を示し、
前記入力データは、所定の複数の標準測定周波数、および所定の聴力レベル範囲を所定
幅で分割した複数の区域に対応する離散値である複数の聴力レベル座標値に関し、前記標
準測定周波数と前記聴力レベル座標値との対のすべてに対する２値の入力値を含み、
前記入力データ生成部は、（ａ）前記聴力レベルデータが示す前記測定周波数と前記聴
力レベルとの対のいずれかに対応する、前記標準測定周波数と前記聴力レベル座標値との
対に対する前記入力値には、前記２値のうちの第１の値を設定し、（ｂ）前記聴力レベル
データが示す前記測定周波数と前記聴力レベルとの対のいずれにも対応しない、前記標準
測定周波数と前記聴力レベル座標値との対に対する前記入力値には、前記２値のうちの、
前記第１の値とは異なる第２の値を設定すること、
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を特徴とする補聴器フィッティング装置。
【請求項２】
前記出力データは、複数の周波数における挿入利得または最大出力音圧レベルであるこ
とを特徴とする請求項１記載の補聴器フィッティング装置。
【請求項３】
前記入力データは、前記聴力レベルデータの前記入力値とともに、前記使用者の属性デ
ータおよび前記補聴器の属性データの少なくとも一方の入力値を含むことを特徴とする請
求項１または請求項２記載の補聴器フィッティング装置。
【請求項４】
前記補聴器のフィッティング結果に基づいて前記階層型ニューラルネットワークを学習
する学習処理部をさらに備えることを特徴とする請求項１から請求項３のうちのいずれか
１項記載の補聴器フィッティング装置。
【請求項５】
前記ニューラルネットワーク演算部は、前記入力データに対して、少なくとも２層の隠
れ層を有する階層型ディープニューラルネットワークで出力データを演算することを特徴
とする請求項１から請求項４のうちのいずれか１項記載の補聴器フィッティング装置。
【請求項６】
コンピュータを、
入力データに対して階層型ニューラルネットワークで出力データを演算するニューラル
ネットワーク演算部、
補聴器の使用者の聴力レベルデータに基づいて前記入力データを生成する入力データ生
成部、および
前記出力データに基づいて補聴器のパラメータ値を設定する補聴器パラメータ設定部と
して機能させ、
前記聴力レベルデータは、聴力測定に使用された測定周波数とその測定周波数における
聴力レベルとの対を示し、
前記入力データは、所定の複数の標準測定周波数、および所定の聴力レベル範囲を所定
幅で分割した複数の区域に対応する離散値である複数の聴力レベル座標値に関し、前記標
準測定周波数と前記聴力レベル座標値との対のすべてに対する２値の入力値を含み、
前記入力データ生成部は、（ａ）前記聴力レベルデータが示す前記測定周波数と前記聴
力レベルとの対のいずれかに対応する、前記標準測定周波数と前記聴力レベル座標値との
対に対する前記入力値には、前記２値のうちの第１の値を設定し、（ｂ）前記聴力レベル
データが示す前記測定周波数と前記聴力レベルとの対のいずれにも対応しない、前記標準
測定周波数と前記聴力レベル座標値との対に対する前記入力値には、前記２値のうちの、
前記第１の値とは異なる第２の値を設定すること、
を特徴とする補聴器フィッティングプログラム。
【請求項７】
入力データに対して階層型ニューラルネットワークで出力データを演算するニューラル
ネットワーク演算部と、
補聴器フィッティング装置から前記入力データを受信するとともに、前記補聴器フィッ
ティング装置へ前記出力データを送信する通信処理部とを備え、
前記入力データは、補聴器の使用者の聴力レベルデータに基づいて生成されており、
前記聴力レベルデータは、聴力測定に使用された測定周波数とその測定周波数における
聴力レベルとの対を示し、
前記入力データは、所定の複数の標準測定周波数、および所定の聴力レベル範囲を所定
幅で分割した複数の区域に対応する離散値である複数の聴力レベル座標値に関し、前記標
準測定周波数と前記聴力レベル座標値との対のすべてに対する２値の入力値を含み、
（ａ）前記聴力レベルデータが示す前記測定周波数と前記聴力レベルとの対のいずれか
に対応する、前記標準測定周波数と前記聴力レベル座標値との対に対する前記入力値には
、前記２値のうちの第１の値が設定されており、（ｂ）前記聴力レベルデータが示す前記
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測定周波数と前記聴力レベルとの対のいずれにも対応しない、前記標準測定周波数と前記
聴力レベル座標値との対に対する前記入力値には、前記２値のうちの、前記第１の値とは
異なる第２の値が設定されており、
前記階層型ニューラルネットワークは、前記入力値を有する前記入力データに対して、
前記補聴器フィッティング装置による前記補聴器のパラメータ値の設定に使用される前記
出力データを出力するように学習されていること、
を特徴とする補聴器フィッティングサーバ。
【請求項８】
補聴器の使用者の聴力レベルデータに基づいて入力データを生成する入力データ生成ス
テップと、
前記入力データに対して階層型ニューラルネットワークで出力データを演算する演算ス
テップと、
前記出力データに基づいて補聴器のパラメータ値を設定する設定ステップと、
を備え、
前記聴力レベルデータは、聴力測定に使用された測定周波数とその測定周波数における
聴力レベルとの対を示し、
前記入力データは、所定の複数の標準測定周波数、および所定の聴力レベル範囲を所定
幅で分割した複数の区域に対応する離散値である複数の聴力レベル座標値に関し、前記標
準測定周波数と前記聴力レベル座標値との対のすべてに対する２値の入力値を含み、
前記入力データ生成ステップでは、（ａ）前記聴力レベルデータが示す前記測定周波数
と前記聴力レベルとの対のいずれかに対応する、前記標準測定周波数と前記聴力レベル座
標値との対に対する前記入力値には、前記２値のうちの第１の値を設定し、（ｂ）前記聴
力レベルデータが示す前記測定周波数と前記聴力レベルとの対のいずれにも対応しない、
前記標準測定周波数と前記聴力レベル座標値との対に対する前記入力値には、前記２値の
うちの、前記第１の値とは異なる第２の値を設定すること、
を特徴とする補聴器フィッティング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、補聴器フィッティング装置、補聴器フィッティングプログラム、補聴器フィ
ッティングサーバ、および補聴器フィッティング方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
補聴器フィッティングをサポートするために、補聴器使用者の聴力レベル（聴取閾値）
から補聴器の最適な周波数特性や音響利得を推定するフィッティング処方式が種々提案さ
れている。補聴器の調整者は、このようなフィッティング処方式で得られる周波数特性や
音響利得に基づいて、補聴器に初期パラメータ値を設定した後、さらに、パラメータ値の
調整を行い、使用者にとって適切なパラメータ値を補聴器に設定する。
【０００３】
ある装置は、ニューラルネットワークを使用して、使用者の聴力測定データから初期目
標値を生成し、初期目標値に対応するパラメータを補聴器に設定し、その後、使用者によ
る評価に基づいて、ファジー理論で目標値を調整し、調整した目標値に対応するパラメー
タを補聴器に設定することで、補聴器のパラメータを最適化している（例えば特許文献１
参照）。
【０００４】
この装置では、所定の複数の周波数に対する聴力レベルが、ニューラルネットワークへ
の入力として使用され、複数の周波数域における利得目標がニューラルネットワークへの
出力として得られる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】特表２００１−５２０４１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
標準純音聴力検査では、聴力測定すべき複数の測定周波数（以下、標準測定周波数とい
う）が指定され、複数の測定周波数に対して可聴最小音が、聴力レベル（ｄＢＨＬ）また
は聴力レベルから換算される音圧レベル（ｄＢＳＰＬ）のいずれかで示される。しかしな
がら、一部の標準測定周波数について聴力測定が行われないことが多い。例えば、ある測
定周波数の聴力レベルと別の測定周波数の聴力レベルとが同程度である場合、それらの測
定周波数の中間にある測定周波数については聴力レベルの測定が行われないことがある。
また、使用者が高齢者や子供の場合、長時間の聴力測定に耐えられないときには、一部の
測定周波数のみについて聴力測定が行われる。
【０００７】
このように、聴力検査で得られる聴力レベルデータは、所定の測定周波数のすべてにつ
いての聴力レベルを含んでいるとは限らない。
【０００８】
他方、ニューラルネットワークを学習させ、正確な出力値を得るためには、多くの入力
データが必要となる。しかしながら、上述の装置のニューラルネットワークの場合、入力
データとして、すべての周波数についての聴力レベルが必要になり、部分的に聴力レベル
が欠落している入力データをそのまま入力すると、聴力レベルが欠落している周波数につ
いての入力値が不明となるため、正確な出力が得られない可能性がある。また、ニューラ
ルネットワークの学習のために、すべての周波数についての聴力レベルを含んでいる入力
データを多数準備するのが困難である。これらの理由から、上述の装置によってフィッテ
ィングを行う場合、実際には、適切に補聴器のパラメータ値が設定できない可能性がある
。
【０００９】
本発明は、上記の問題に鑑みてなされたものであり、聴力測定結果が一部の周波数で欠
落している場合でも、適切に補聴器のパラメータ値が得られる補聴器フィッティング装置
、補聴器フィッティングプログラム、補聴器フィッティングサーバ、および補聴器フィッ
ティング方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明に係る補聴器フィッティング装置は、入力データに対して階層型ニューラルネッ
トワークで出力データを演算するニューラルネットワーク演算部と、補聴器の使用者の聴
力レベルデータに基づいて前記入力データを生成する入力データ生成部と、前記出力デー
タに基づいて補聴器のパラメータ値を設定する補聴器パラメータ設定部とを備える。聴力
レベルデータは、聴力測定に使用された測定周波数とその測定周波数における聴力レベル
との対を示す。入力データは、所定の複数の標準測定周波数、および所定の聴力レベル範
囲を所定幅で分割した複数の区域に対応する離散値である複数の聴力レベル座標値に関し
、標準測定周波数と聴力レベル座標値との対のすべてに対する２値の入力値を含む。そし
て、入力データ生成部は、（ａ）聴力レベルデータが示す測定周波数と聴力レベルとの対
のいずれかに対応する、標準測定周波数と聴力レベル座標値との対に対する入力値には、
２値のうちの第１の値を設定し、（ｂ）聴力レベルデータが示す測定周波数と聴力レベル
との対のいずれにも対応しない、標準測定周波数と聴力レベル座標値との対に対する入力
値には、２値のうちの、第１の値とは異なる第２の値を設定する。
【００１１】
本発明に係る補聴器フィッティングプログラムは、コンピュータを、上述のニューラル
ネットワーク演算部、上述の入力データ生成部、および上述の補聴器パラメータ設定部と
して機能させる。
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【００１２】
本発明に係る補聴器フィッティングサーバは、入力データに対して階層型ニューラルネ
ットワークで出力データを演算するニューラルネットワーク演算部と、補聴器フィッティ
ング装置から入力データを受信するとともに、補聴器フィッティング装置へ出力データを
送信する通信処理部とを備える。入力データは、補聴器の使用者の聴力レベルデータに基
づいて生成されている。聴力レベルデータは、聴力測定に使用された測定周波数とその測
定周波数における聴力レベルとの対を示す。入力データは、所定の複数の標準測定周波数
、および所定の聴力レベル範囲を所定幅で分割した複数の区域に対応する離散値である複
数の聴力レベル座標値に関し、標準測定周波数と聴力レベル座標値との対のすべてに対す
る２値の入力値を含む。（ａ）聴力レベルデータが示す測定周波数と聴力レベルとの対の
いずれかに対応する、標準測定周波数と聴力レベル座標値との対に対する入力値には、２
値のうちの第１の値が設定されており、（ｂ）聴力レベルデータが示す測定周波数と聴力
レベルとの対のいずれにも対応しない、標準測定周波数と聴力レベル座標値との対に対す
る入力値には、２値のうちの、第１の値とは異なる第２の値が設定されている。そして、
上述の階層型ニューラルネットワークは、上述の入力値を有する入力データに対して、補
聴器フィッティング装置による補聴器のパラメータ値の設定に使用される出力データを出
力するように学習されている。
【００１３】
本発明に係る補聴器フィッティング方法は、補聴器の使用者の聴力レベルデータに基づ
いて入力データを生成する入力データ生成ステップと、入力データに対して階層型ニュー
ラルネットワークで出力データを演算する演算ステップと、出力データに基づいて補聴器
のパラメータ値を設定する設定ステップとを備える。聴力レベルデータは、聴力測定に使
用された測定周波数とその測定周波数における聴力レベルとの対を示す。入力データは、
所定の複数の標準測定周波数、および所定の聴力レベル範囲を所定幅で分割した複数の区
域に対応する離散値である複数の聴力レベル座標値に関し、標準測定周波数と聴力レベル
座標値との対のすべてに対する２値の入力値を含む。そして、入力データ生成ステップで
は、（ａ）聴力レベルデータが示す測定周波数と聴力レベルとの対のいずれかに対応する
、標準測定周波数と聴力レベル座標値との対に対する入力値には、２値のうちの第１の値
を設定し、（ｂ）聴力レベルデータが示す測定周波数と聴力レベルとの対のいずれにも対
応しない、標準測定周波数と聴力レベル座標値との対に対する入力値には、２値のうちの
、第１の値とは異なる第２の値を設定する。
【発明の効果】
【００１４】
本発明によれば、聴力測定結果が一部の周波数で欠落している場合でも、適切に補聴器
のパラメータ値を設定できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１に係る補聴器フィッティング装置の構成を示すブ
ロック図である。
【図２】図２は、図１におけるニューラルネットワーク演算部３２で使用される階層型ニ
ューラルネットワークの構成を説明する図である。
【図３】図３は、図１における入力データ生成部３１による聴力レベルデータ２３から入
力データ（聴力入力値）への変換について説明する図である。
【図４】図４は、実施の形態１に係る補聴器フィッティングの実施例による擬似挿入利得
の推定値とテストデータでの擬似挿入利得との差分の平均値および最大出力音圧レベルの
差分の平均値を示すとともに、従来のフィッティング処方式による推定値とテストデータ
での擬似挿入利得との差分の平均値および最大出力音圧レベルの差分の平均値を示す図で
ある。
【図５】図５は、本発明の実施の形態２に係る補聴器フィッティングサーバの構成を示す
ブロック図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１６】
以下、図に基づいて本発明の実施の形態を説明する。
【００１７】
実施の形態１．
【００１８】
図１は、本発明の実施の形態１に係る補聴器フィッティング装置の構成を示すブロック
図である。図１に示す補聴器フィッティング装置１は、例えば、各種ソフトウェアプログ
ラムをインストールされたパーソナルコンピュータである。
【００１９】
この実施の形態では、補聴器フィッティング装置１は、オージオメータ２に接続されて
いる。オージオメータ２は、補聴器３の使用者の聴力検査を行う装置である。補聴器３は
、プログラマブル補聴器を想定しているが、手動で調整される補聴器も想定可能である。
補聴器フィッティング装置１が補聴器３に対してゲインなどの指定するパラメータ値を設
定する場合には、補聴器フィッティング装置１が、補聴器３に接続される。
【００２０】
補聴器フィッティング装置１は、通信装置１１ａ，１１ｂ、ネットワークインターフェ
イス１１ｃ、記憶装置１２、演算処理装置１３、表示装置１４、および入力装置１５を備
える。
【００２１】
通信装置１１ａは、オージオメータ２との間でデータ通信を行うインターフェイスであ
り、通信装置１１ｂは、補聴器３との間でデータ通信を行うインターフェイスである。例
えば、通信装置１１ａ，１１ｂには、周辺機器インターフェイスまたはネットワークイン
タ ー フ ェ イ ス が 使 用 さ れ る 。 ネ ッ ト ワ ー ク イ ン タ ー フ ェ イ ス １ １ ｃ は 、 例 え ば Ｌ Ａ Ｎ （ Lo
cal Area Network） や イ ン タ ー ネ ッ ト を 経 由 し て 、 外 部 サ ー バ と の 間 で デ ー タ 通 信 を 行 う
。なお、通信装置１１ａの代わりにネットワークインターフェイス１１ｃを使用してオー
ジオメータ２とのデータ通信が行われるようにしてもよい。また、通信装置１１ａ、１１
ｂはそれぞれ、補聴器フィッティング装置１とオージオメータ２の間および補聴器フィッ
ティング装置１と補聴器３の間で必要なデータを受け渡し可能であれば、上述のような通
信手段でなくてもよい。
【００２２】
記憶装置１２は、フラッシュメモリ、ハードディスクドライブなどの不揮発性の記憶装
置 で あ っ て 、 プ ロ グ ラ ム や デ ー タ の 格 納 に 使 用 さ れ る 。 演 算 処 理 装 置 １ ３ は 、 Ｃ Ｐ Ｕ （ Ce
ntral Processing Unit） 、 Ｒ Ａ Ｍ （ Random Access Memory） 、 Ｒ Ｏ Ｍ （ Read Only Memor
y） な ど を 有 す る コ ン ピ ュ ー タ を 含 み 、 プ ロ グ ラ ム を Ｒ Ａ Ｍ に ロ ー ド し Ｃ Ｐ Ｕ で 実 行 し て
、各種処理部として動作する。表示装置１４は、液晶ディスプレイなどを含み、フィッテ
ィング従事者などに対して、操作画面などの各種情報を含む画面を表示する。入力装置１
５は、キーボード、マウスなどを含み、フィッティング従事者などの操作を検出する。つ
まり、表示装置１４および入力装置１５は、フィッティング従事者などのユーザーインタ
ーフェイスとして機能する。
【００２３】
記憶装置１２には、補聴器フィッティングプログラム２１およびニューラルネットワー
ク設定データ２２が格納されている。また、記憶装置１２には、聴力レベルデータ２３が
格納される。なお、補聴器フィッティングプログラム２１および／またはニューラルネッ
トワーク設定データ２２は、（ａ）図示せぬ可搬性のあるコンピュータ読取可能な記録媒
体に格納しておき、そのような記録媒体から読み出され、記憶装置１２に格納されるよう
にしてもよいし、（ｂ）図示せぬ外部サーバからダウンロードされ記憶装置１２に格納さ
れるようにしてもよい。
【００２４】
演算処理装置１３は、補聴器フィッティングプログラム２１を実行することで、入力デ
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ータ生成部３１、ニューラルネットワーク演算部３２、補聴器パラメータ設定部３３、学
習処理部３４、および制御部３５として動作する。
【００２５】
図２は、図１におけるニューラルネットワーク演算部３２で使用される階層型ニューラ
ルネットワークの構成を説明する図である。ニューラルネットワーク設定データ２２は、
ニューラルネットワーク演算部３２において使用される階層型ニューラルネットワークの
構成を示すデータであって、隠れ層の数、各層内のノードの数、階層型ニューラルネット
ワーク内のノード間の重み係数（結合係数）、ノードの出力関数の種別などを含む。
【００２６】
ニューラルネットワーク設定データ２２における重み係数は、学習済みの重み係数であ
る。この学習は、当該補聴器フィッティング装置１内で行われてもよいし、他の装置内で
同一構成の階層型ニューラルネットワークを学習し、その学習結果としての重み係数を含
むニューラルネットワーク設定データ２２を記憶装置１２に格納するようにしてもよい。
【００２７】
例えば、多数の使用者についての聴力検査および補聴器フィッティングの結果として得
られる、聴力レベルデータと所定周波数における擬似挿入利得および最大出力音圧レベル
との対を使用して、この階層型ニューラルネットワークの学習が事前に行われる。
【００２８】
具体的には、後述の入力データと同様に、聴力レベルデータから得られる聴力入力値Ｌ
ｈおよび属性入力値Ｌａｔｔｒから入力データＬｉｎが構成され、フィッティングの結果
として得られる擬似挿入利得および最大出力音圧レベルを出力データＬｏｕｔ、つまり教
師データとし、その入力データＬｉｎと出力データＬｏｕｔとで教師あり学習が行われる
。
【００２９】
また、後述のように、学習に使用する聴力レベルデータには、聴力検査において一部の
周波数についての聴力レベルが欠落している聴力レベルデータが含まれていてもよい。
【００３０】
なお、階層型ニューラルネットワークが少なくとも２層の隠れ層を有する階層型ディー
プニューラルネットワークである場合には、まず、この入力データを使用して教師なし学
習が事前学習として行われ、その後、この入力データおよび出力データの対を使用して教
師あり学習が行われる。これにより、学習済みの重み係数が得られる。
【００３１】
階層型ニューラルネットワークについての教師なし学習および教師あり学習には、既知
の方式を使用することができる。
【００３２】
ここで、擬似挿入利得は、擬似耳カプラで測定した挿入利得のことであり、挿入利得は
、補聴器を装用したときの鼓膜面での音圧レベルと補聴器を装用していないときの鼓膜面
での音圧レベルとの差である。本実施の形態では特に擬似挿入利得について記述するが、
所謂、挿入利得においても同様である。ここでは、出力データとしては、所定音圧レベル
（例えば、５０ｄＢまたは９０ｄＢ）の純音入力に対する、擬似挿入利得もしくは最大出
力音圧レベル、またはその両方が使用される。
【００３３】
一般的に、擬似挿入利得および最大出力音圧レベルが得られる複数の周波数は、例えば
、２００Ｈｚ、２５０Ｈｚ、３１５Ｈｚ、４００Ｈｚ、５００Ｈｚ、６３０Ｈｚ、８００
Ｈｚ、１０００Ｈｚ、１２５０Ｈｚ、１６００Ｈｚ、２０００Ｈｚ、２５００Ｈｚ、３１
５０Ｈｚ、４０００Ｈｚ、５０００Ｈｚ、６３００Ｈｚ、および８０００Ｈｚの１７ポイ
ントの周波数とされる。
【００３４】
なお、入力データについては、一部の標準測定周波数の聴力レベルがない場合があるが
、出力データについては、フィッティング結果からすべての周波数についての擬似挿入利

10

20

30

40

50

(8)

JP 6625898 B2 2019.12.25

得および最大出力音圧レベルが得られる。
【００３５】
また、学習時の出力データとして使用される擬似挿入利得および最大出力音圧レベルは
、ニューラルネットワーク演算部３２が取扱可能な正規化されたものでもよい。また、こ
こでは、出力データとして擬似挿入利得および最大出力音圧レベルが使用されるが、補聴
器の初期パラメータ自体を出力データとしてもよい。
【００３６】
このように学習を行うことで、ニューラルネットワーク演算部３２によって、補聴器３
の使用者についての入力データから、補聴器３の使用者の擬似挿入利得および最大出力音
圧レベルが出力データとして推定されるようになる。推定された擬似挿入利得および最大
出力音圧レベルは、補聴器３のパラメータ値の設定に使用される。
【００３７】
ここで、標準測定周波数のうちの全部または一部の標準測定周波数が聴力測定に使用さ
れる。そのため、聴力レベルデータ２３は、標準測定周波数の一部についての聴力レベル
の測定結果を含んでいなくてもよいし、使用者によって、聴力レベルデータ２３に含まれ
る聴力レベルの測定周波数が異なっていてもよい（ただし、各測定周波数は、標準測定周
波数のいずれかに一致する）。
【００３８】
ここで、聴力レベルデータ２３は、例えば、装用耳（補聴器を装用している側の耳）の
気導聴力レベル、装用耳の骨導聴力レベル、および反対側の耳の気導聴力レベルと骨導聴
力レベルを測定結果に含む。
【００３９】
また、聴力レベルデータの標準測定周波数としては、例えば、１２５Ｈｚ、２５０Ｈｚ
、５００Ｈｚ、７５０Ｈｚ、１０００Ｈｚ、１５００Ｈｚ、２０００Ｈｚ、３０００Ｈｚ
、４０００Ｈｚ、６０００Ｈｚ、および８０００Ｈｚの１１ポイントが設定される。
【００４０】
聴力レベルデータ２３は、データ通信でオージオメータ２から直接的に取得されてもよ
いし、オージオメータ２において聴力レベルデータ２３を可搬性のある記憶媒体（ＵＳＢ
フラッシュドライブ、メモリーカードなど）に格納し、補聴器フィッティング装置１にお
いてその記憶媒体から聴力レベルデータ２３を読み出すようにして、間接的に取得されて
もよい。さらに、手動で補聴器フィッティング装置１の入力装置１５から入力してもよい
。
【００４１】
また、入力データ生成部３１は、補聴器３の使用者の聴力レベルデータ２３に基づいて
、ニューラルネットワーク演算部３２の入力データを生成する。
【００４２】
ここでは、この入力データは、所定の複数の標準測定周波数および複数の聴力レベル座
標値に関し、標準測定周波数と聴力レベル座標値との対のすべてに対する２値の聴力入力
値Ｌｈを含む。なお、聴力レベル座標値は、所定の聴力レベル範囲（例えば０ｄＢＨＬ〜
１２０ｄＢＨＬ）を所定幅（例えば５ｄＢ）で分割した複数の区域における各区域に対応
する離散値である。
【００４３】
つまり、標準測定周波数の数をＭとし、聴力レベル座標値の数をＮとすると、入力デー
タは、聴力レベルデータ２３に基づく、（Ｍ×Ｎ）個の入力値を含む。
【００４４】
なお、この実施の形態では、入力データは、聴力レベルデータ２３の入力値とともに、
使用者の属性データおよび補聴器３の属性データの少なくとも一方の所定の数の属性入力
値Ｌａｔｔｒを含む。なお、属性入力値Ｌａｔｔｒは、２値でもよいし、多値（３値以上
）でもよいが、データなしを示す値を設定可能となっている。
【００４５】
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使用者の属性データとしては、性別、年齢（月齢）などが使用可能である。補聴器３の
属性データとしては、装用耳についての、耳かけ型、耳あな型（ＣＩＣ）、耳あな型（Ｉ
ＴＥ）、耳あな型（ＩＴＣ）、ポケット型などといった補聴器種別、装用耳とは反対の耳
についての、装用なし、耳かけ型、耳あな型（ＣＩＣ）、耳あな型（ＩＴＥ）、耳あな型
（ＩＴＣ）、ポケット型などといった補聴器種別などが使用可能である。
【００４６】
図３は、図１における入力データ生成部３１による聴力レベルデータ２３から入力デー
タ（聴力入力値Ｌｈ）への変換について説明する図である。
【００４７】
入力データ生成部３１は、図３に示すように、（ａ）聴力レベルデータ２３が示す測定
周波数と聴力レベルとの対のいずれかに対応する、標準測定周波数と聴力レベル座標値と
の対に対する存在性値（聴力レベルのプロットの存在性を示す値）には、２値（ここでは
０と１）のうちの第１の値（ここでは１）を設定し、（ｂ）聴力レベルデータ２３が示す
測定周波数と聴力レベルとの対のいずれにも対応しない、標準測定周波数と聴力レベル座
標値との対に対する存在性値には、２値のうちの、第１の値とは異なる第２の値（ここで
は０）を設定する。この存在性値が聴力入力値Ｌｈとされる。
【００４８】
つまり、図３に示すように、入力データのうちの聴力入力値Ｌｈは、Ｘ軸を標準測定周
波数としＹ軸を聴力レベル座標値とした２次元的な、聴力レベルの２値画像を示すともい
える。
【００４９】
例えば、入力データ生成部３１は、このＸＹ平面における離散的な点における値を特定
し、各点について３要素のベクトル（Ｘ座標値，Ｙ座標値，存在性値）を生成する。ここ
では、図３に示すように、Ｘ座標値およびＹ座標値は、１から開始する整数が使用される
。例えば、図３においては、標準周波数１２５Ｈｚ，２５０Ｈｚ，５００Ｈｚ，１０００
Ｈｚ，２０００Ｈｚ，４０００Ｈｚ，８０００Ｈｚは、昇順に沿って、１，２，３，４，
５，６，７のＸ座標値へ変換され、聴力レベル（聴取閾値）１２０ｄＢ，１１５ｄＢ，１
１０ｄＢ，・・・，１０ｄＢ，５ｄＢ，０ｄＢが、降順に沿って、１〜２５のＹ座標値へ
変換される。
【００５０】
属性入力値Ｌａｔｔｒについては、入力データ生成部３１は、例えば、フィッティング
従事者により入力装置１５に対して入力された値、予め登録されている図示せぬ使用者デ
ータなどから、当該使用者の属性入力値Ｌａｔｔｒを特定する。
【００５１】
ニューラルネットワーク演算部３２は、入力データＬｉｎに対して階層型ニューラルネ
ットワークで出力データＬｏｕｔを演算する。
【００５２】
この実施の形態では、ニューラルネットワーク演算部３２は、図２に示すような、少な
くとも２層の隠れ層を有する階層型ディープニューラルネットワークで、入力データに対
応する出力データを演算する。なお、ニューラルネットワーク演算部３２の階層型ニュー
ラルネットワークとしては、隠れ層が１層である階層型ニューラルネットワークより、階
層型ディープニューラルネットワークのほうが好ましい。
【００５３】
ニューラルネットワーク演算部３２は、ニューラルネットワーク設定データ２２を読み
出し、ニューラルネットワーク設定データ２２に基づいて階層型ニューラルネットワーク
を形成する。これにより、補聴器フィッティング時には、上述のように既に学習済みの階
層型ニューラルネットワークが形成される。
【００５４】
聴力レベルデータ２３が１種類（例えば、装用耳の気導聴力レベル）の場合で、上述の
属性入力値Ｌａｔｔｒの数をＰとすると、図２に示すように、階層型ニューラルネットワ
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ークの入力層における（Ｍ×Ｎ＋Ｐ）個のノードは、（Ｍ×Ｎ）個の聴力入力値Ｌｈおよ
びＰ個の属性入力値Ｌａｔｔｒに、所定の順序で割り当てられている。なお、聴力レベル
データ２３が複数種類（例えば、装用耳の気導聴力レベル、装用耳の骨導聴力レベル、お
よび反対耳の気導聴力レベル）の場合には、階層型ニューラルネットワークの入力層にお
けるノードは、その複数種類についての聴力入力値ＬｈおよびＰ個の属性入力値Ｌａｔｔ
ｒに、所定の順序で割り当てられる。
【００５５】
補聴器パラメータ設定部３３は、通信装置１１ｂを介して、ニューラルネットワーク演
算部３２の出力データに基づいて補聴器３のパラメータ値（例えば、各周波数帯域の自動
利得制御の設定値など）を設定する。
【００５６】
学習処理部３４は、必要に応じて、補聴器３のフィッティング結果に基づいて、ニュー
ラルネットワーク演算部３２における階層型ニューラルネットワークをさらに学習する。
【００５７】
なお、事前に、学習処理部３４は、予め用意された入力データおよび出力データの対に
基づいて、ニューラルネットワーク演算部３２における階層型ニューラルネットワークを
学習し、学習済みの重み係数を生成し、ニューラルネットワーク設定データ２２に設定す
るようにしてもよい。
【００５８】
制御部３５は、補聴器フィッティング装置１の内部装置（通信装置１１ａ，１１ｂ、ネ
ットワークインターフェイス１１ｃ、記憶装置１２、表示装置１４、入力装置１５など）
を制御し、各種データの入出力や、フィッティング時の処理フローの制御などを行う。
【００５９】
次に、実施の形態１に係る補聴器フィッティング装置１の動作について説明する。
【００６０】
聴力検査の測定結果として聴力レベルデータ２３が取得された後、入力データ生成部３
１は、上述のようにして、聴力レベルデータ２３などから入力データＬｉｎを生成する。
【００６１】
次に、ニューラルネットワーク演算部３２は、その入力データＬｉｎに対して、ニュー
ラルネットワーク設定データ２２に基づく階層型ニューラルネットワークで、出力データ
Ｌｏｕｔを演算する。
【００６２】
そして、補聴器パラメータ設定部３３は、その出力データＬｏｕｔに基づくパラメータ
値を初期パラメータ値として補聴器３に設定する。
【００６３】
その後、フィッティング従事者は、使用者が補聴器３を装用した状態で聴力検査などを
含めた聴こえの確認を行い、必要に応じて、入力装置１５を操作して手動にてパラメータ
値を調整し、補聴器パラメータ設定部３３は、調整後のパラメータ値を補聴器３に設定す
る。
【００６４】
このようにしてフィッティングが行われる。フィッティングの完了後に、学習処理部３
４は、フィッティング結果で得られる入力データおよび出力データの対を使用して、ニュ
ーラルネットワーク演算部３２における階層型ニューラルネットワークの教師あり学習を
追加的に行ってもよい。
【００６５】
以上のように、上記実施の形態１によれば、ニューラルネットワーク演算部３２は、入
力データに対して階層型ニューラルネットワークで出力データを演算する。入力データ生
成部３１は、補聴器３の使用者の聴力レベルデータ２３に基づいてその入力データを生成
する。補聴器パラメータ設定部３３は、その出力データに基づいて補聴器３のパラメータ
値を設定する。聴力レベルデータ２３は、聴力測定に使用された測定周波数とその測定周
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波数における聴力レベルとの対を示す。入力データは、所定の複数の標準測定周波数、お
よび所定の聴力レベル範囲を所定幅で分割した複数の区域に対応する離散値である複数の
聴力レベル座標値に関し、標準測定周波数と聴力レベル座標値との対のすべてに対する２
値の入力値を含む。そして、入力データ生成部３１は、（ａ）聴力レベルデータ２３が示
す測定周波数と聴力レベルとの対のいずれかに対応する、標準測定周波数と聴力レベル座
標値との対に対する入力値には、２値のうちの第１の値を設定し、（ｂ）聴力レベルデー
タ２３が示す測定周波数と聴力レベルとの対のいずれにも対応しない、標準測定周波数と
聴力レベル座標値との対に対する入力値には、２値のうちの、第１の値とは異なる第２の
値を設定する。
【００６６】
これにより、聴力測定結果が一部の周波数で欠落している場合でも、階層型ニューラル
ネットワークの入力データが得られ、適切に補聴器３のパラメータ値が設定できる。
【００６７】
また、聴力測定結果が一部の周波数で欠落している場合でも、そのような聴力測定結果
を、階層型ニューラルネットワークの学習に使用できるため、学習用のデータを多く収集
しやすく、階層型ニューラルネットワークを効率よく学習することができる。
【００６８】
実施例．
【００６９】
ここで、上述の実施の形態１に係る補聴器フィッティングの実施例について説明する。
【００７０】
まず、補聴器フィッティング結果の全データ１９９２０件を，学習に用いる学習データ
１８２６０件と，検証に用いるテストデータ１６６０件とにランダムに振り分けた。
【００７１】
階層型ニューラルネットワークとして、隠れ層が２層である階層型ディープニューラル
ネットワークを使用し、入力層側の隠れ層のノード数を３００とし、出力層側の隠れ層の
ノード数を１００とした。
【００７２】
事 前 学 習 （ 教 師 な し 学 習 ） に は 、 雑 音 除 去 自 己 符 号 化 器 （ Denoising Autoencorder） を
使用し、本学習（教師あり学習）には、誤差逆伝播法を使用した。また、中間層および出
力層での活性化関数にはシグモイド関数を使用した。
【００７３】
テストデータで当該実施例による推定値と実際の補聴器フィッティング結果とを比較し
、学習済み重み係数を評価した。
【００７４】
図４は、実施の形態１に係る補聴器フィッティングの実施例による擬似挿入利得の推定
値とテストデータでの擬似挿入利得との差分の平均値および最大出力音圧レベルの差分の
平均値を示すとともに、従来手法のフィッティング処方式による推定値とテストデータで
の擬似挿入利得との差分の平均値および最大出力音圧レベルの差分の平均値を示す図であ
る。
【００７５】
図４（Ａ）は、５０ｄＢ純音入力についての擬似挿入利得の差分を示しており、図４（
Ｂ）は、９０ｄＢ純音入力についての擬似挿入利得の差分を示しており、図４（Ｃ）は、
最大出力音圧レベルの差分を示している。
【００７６】
図４に示すように、実施の形態１に係る補聴器フィッティングの実施例では、従来手法
のフィッティング処方式に比べ、良好な擬似挿入利得および最大出力音圧レベルが得られ
ている。したがって、良好な初期パラメータ値を補聴器に設定することができ、フィッテ
ィング従事者による調整作業の負担を軽減することができる。
【００７７】
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実施の形態２．
【００７８】
実施の形態２では、上述のようなニューラルネットワーク演算部が、サーバに配置され
る。
【００７９】
図５は、本発明の実施の形態２に係る補聴器フィッティングサーバの構成を示すブロッ
ク図である。図５に示す補聴器フィッティングサーバ５１は、コンピュータを内蔵するサ
ーバマシンであって、例えばインターネットに接続されている。この補聴器フィッティン
グサーバ５１は、ネットワークインターフェイス６１、記憶装置６２、および演算処理装
置６３を備える。
【００８０】
ネットワークインターフェイス６１は、インターネットなどの広域ネットワークを介し
て１または複数の補聴器フィッティング装置１とデータ通信を行う。
【００８１】
記憶装置６２は、フラッシュメモリ、ハードディスクドライブなどの不揮発性の記憶装
置であって、プログラムやデータの格納に使用される。演算処理装置６３は、ＣＰＵ、Ｒ
ＡＭ、ＲＯＭなどを有するコンピュータを含み、プログラムをＲＡＭにロードしＣＰＵで
実行して、各種処理部として動作する。
【００８２】
記憶装置６２には、ニューラルネットワーク設定データ２２と同様のニューラルネット
ワーク設定データ７１が格納されている。演算処理装置６３は、所定のプログラムを実行
することで、通信処理部８１、ニューラルネットワーク演算部８２、および学習処理部８
３として動作する。
【００８３】
通信処理部８１は、ネットワークインターフェイス６１を使用して、補聴器フィッティ
ング装置１から、ニューラルネットワーク演算部８２の入力データを受信するとともに、
その補聴器フィッティング装置１へ、ニューラルネットワーク演算部８２の出力データを
送信する。
【００８４】
ニューラルネットワーク演算部８２は、実施の形態１におけるニューラルネットワーク
演算部３２と同様のものである。
【００８５】
学習処理部８３は、学習処理部３４と同様に、ニューラルネットワーク演算部８２にお
ける階層型ニューラルネットワークを学習する。
【００８６】
例えば、実施の形態２において、ネットワークに接続された複数（多数）の補聴器フィ
ッティング装置１を設け、学習処理部８３は、それらの補聴器フィッティング装置１での
、補聴器３のフィッティング結果（使用者についての入力データおよびフィッティング後
の出力データの対）を、ネットワークを介して取得し、取得したフィッティング結果に基
づいて、ニューラルネットワーク演算部８２における階層型ニューラルネットワークを学
習するようにしてもよい。これにより、学習に使用可能な多数の聴力検査・補聴器フィッ
ティングのデータ（つまり、入力データと出力データとの対）が取得できるとともに、そ
れらの補聴器フィッティング装置１に対して、一定の正確さで良好な出力データを提供す
ることができる。
【００８７】
なお、この実施の形態２では、補聴器フィッティング装置１では、補聴器フィッティン
グプログラム２１およびニューラルネットワーク演算部３２は特に必要ない。ただし、補
聴器フィッティング装置１の入力データ生成部３１は、生成した入力データをネットワー
クインターフェイス１１ｃで補聴器フィッティングサーバ５１へ送信し、補聴器パラメー
タ設定部３３は、補聴器フィッティングサーバ５１から送信されてくる出力データを受信
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する。補聴器フィッティング装置１におけるその他の構成および動作については実施の形
態１のものと同様であるので、その説明を省略する。
【００８８】
次に、実施の形態２に係る補聴器フィッティングサーバ５１の動作について説明する。
【００８９】
実施の形態２の補聴器フィッティング装置１は、聴力レベルデータ２３を取得すると、
入力データ生成部３１で入力データを生成し、ネットワークインターフェイス１１ｃで入
力データを補聴器フィッティングサーバ５１へ送信する。
【００９０】
補聴器フィッティングサーバ５１では、通信処理部８１が、ネットワークインターフェ
イス６１を使用して、その入力データを受信すると、ニューラルネットワーク演算部８２
は、その入力データから出力データを演算する。そして、通信処理部８１が、ネットワー
クインターフェイス６１を使用して、その出力データを、補聴器フィッティング装置１へ
送信する。
【００９１】
実施の形態２の補聴器フィッティング装置１は、その出力データをネットワークインタ
ーフェイス１１ｃで受信し、補聴器パラメータ設定部３３は、受信された出力データに基
づいてパラメータ値を補聴器３に設定する。
【００９２】
なお、その後、フィッティング作業については実施の形態１の場合と同様であるので、
その説明を省略する。
【００９３】
以上のように、上記実施の形態２によれば、補聴器フィッティングサーバ５１で、ネッ
トワークに接続された補聴器フィッティング装置１へ、使用者の補聴器３に適したパラメ
ータ値が提供される。
【００９４】
なお、上述の実施の形態に対する様々な変更および修正については、当業者には明らか
である。そのような変更および修正は、その主題の趣旨および範囲から離れることなく、
かつ、意図された利点を弱めることなく行われてもよい。つまり、そのような変更および
修正が請求の範囲に含まれることを意図している。
【００９５】
例えば、上記実施の形態１，２では、ニューラルネットワーク演算部３２，８２では、
階層型ディープニューラルネットワークが使用されているが、隠れ層が１層である階層型
ニューラルネットワークを使用してもよい。
【産業上の利用可能性】
【００９６】
本発明は、例えば、補聴器のフィッティングに適用可能である。
【符号の説明】
【００９７】
１ 補聴器フィッティング装置
２１ 補聴器フィッティングプログラム
３１ 入力データ生成部
３２，８２ ニューラルネットワーク演算部
３３ 補聴器パラメータ設定部
３４ 学習処理部
５１ 補聴器フィッティングサーバ
８１ 通信処理部
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