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吃音者における喉頭調節について
一一光電グロトグラフィによる観察一一・

吉岡

博英

吃音者においては，発話開始の指示より実際の発話に至るまでの潜時（いわゆる応答時間）は，吃音時
のみならず流暢な発話においても，統計的に長いとされている。今回，この発話指示の時点から発話の始
め（語頭）の各種の有声無声音の表出に至るまでの構音レベルでの様子を調べる目的で，光電グロトグラ
フィーを用いて声門の開閉運動の様式を記録した。その結果，臨床的に流暢と判定された発話においても，

遷延化した応答時問内に種々の異常が喉頭調節にみられた。また喉頭レベルでは正常者と変らぬほど，素
早く反応して有声音無声音それぞれに適した調節をしながら，むしろ呼気の駆出のタイミングの遅れが応
答時問の延長の主因となっている場合もあった。一方，明らかに非流暢と認められた発話においても，そ

の吃音現象に直結した異常構音の他に，言語音の表出の異常に直接結び付かない構音レベルでの破綻が組
み合された場合があった。
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Summary
Laryngeal Adjustment in Stutterer

A Glottographic Study
Hirohide Yoshioka

An experimental Paradigm for studying stuttering was described , by simultaneous
recording of the voice and a photo‑electric glottogram during speech production in a modified

reaction time situation. Preliminary results revealed that some cases of dysfluency (word

initial voiceless stop repetitions) were accompanied by one or two extra glottal opening
gestures corresponding to repeated release bursts. Similar trial‑and‑error types of glottal

movements were also detected during silent delayed response time in other productions that

were perceptually judged as fluent. As for the production of words beginning with voiced
sounds, unnecessary opening gestures prior to the vocalization for the initial voiced segment
were sometimes observed for both fluent and dysfluent utterances . These findings suggest that

stuttering is linked to a temporal disruption of the control of the abductory and adductory
gestures of the glottis relative to supraglottal articulation and/or respiratory function.

Key word: stuttering , reaction time , dysfluency
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