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聴覚障害児の語音識別におけるBackward　Masking
　　　　　－CV音節におけるF。の音圧の効果一

太田　富雄＊ 吉野　公喜

　日本語CV（COnsOnant・Vowe1）音節の知覚において，聴覚障害児の子音明瞭度が低いことの原因とし

て，後続母音による子音成分へのbとckward　maskingが考えられる。本研究は，感音難聴児5名を対象に

日本語CV音節（破裂語）における後続母音の第1ホルマントの音圧を変数として加工音の聴取実験を行っ

た。その結果，全体の識別数で僅かながらも増加がみられ，子音別では／9／，／t／の改善が著しかった。

識別数の増加につれ伝達情報量も増加し，相関が高くなる傾向にあった。被験児によっては識別数が増加

しなくても伝達情報量が増加し，反応カテゴリーが安定化するような効果がみられた。

キーワード：聴覚障害　　語音識別 バックワードマスキング 伝達情報量

　I．はじめに
　音声のように過渡的に変化する情報の知覚を調

べるためには，聴覚系での時問情報処理の過程を

解明しなければならず，従来よりtempOra1
maskingの観点での実験が行われてきた。聴覚生

理学的研究においては，神経系における抑制効果

として扱われ，forward　maskingでの抑制は

short　tem　adaptationに対応し末梢性であり

（Harris　and　Da11os，19794〕），　backward

maskingでの抑制は末梢十中枢性である（Weber

and　Gre6n，197918）：磯島他，19815〕）とされ，発

生レベルの相違も推論されてきている。また聴覚

心理学的研究においては，信号音と妨害音の時問

問隔，周波数依存性，forward　maskingと

backwardmaskingの及ぼす時問問隔の相違な

ど（江端他，19801〕：E1liott，19622〕：北守，

19806〕，19817〕，19838〕；Massaro，1971m〕，197511〕）

が報告されてきた。

　ところで，CV音節の／C／（子音成分）の識別に

とっての重要な手掛りは第2ホルマント周波数変

移にある（Liberman，1957g〕）とされているが，聴

覚に障害を有しdynamiC　rangeの狭い聴覚障害

者は音声勢力の弱い子音を閾値付近で聴取せねば

ならず，より大きい音圧の隣接母音によって

maskingの影響を受けて識別が低下しているこ
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とが考えられる。我々もまたCV音節の識別に及

ぼす後続母音の持続時問，音圧の影響（太田・吉

野，19861s〕），単語中の音素識別にとってのc1osure

durationが及ぼす影響（太田・吉野，198714〕）を

検討し，聴覚障害児の語音識別におけるtempOra1

masking効果の一端を明らかにしてきた。本研究

では，日本語CV音節における後続母音の子音成

分に対するbackwardmaskingに着目し，後続母

音の第1ホルマント（以下F、と記す）の音圧を変

数とした刺激語を聴取させ，CV音節識別に及ぼ

す影響を明らかにすることを目的とした。

　II．方　　法

　1．被験児
　被験児は，公立小，中学校難聴学級に在籍する

感音難聴児童・生徒5名。被験児の聴カレベルを

Tab1e1に示す。

　2．刺　　激
　加工・変換音は，東京方言を話す成人女性によっ

て発せられた破裂語音／ba，be，bo，da，de，

do，　9a，　9e，　9o，　Pa，　Pe，　Po，　ta，　te，　to，

ka，ke，ko／の18語音である。各語音をFFT分析

して得られた結果をTable2に示す。それぞれの

語音を音声切り出し編集装置（DANAC7000）を

用い，12ビツト量子化，20KHzサンプリング方式

によりA／D変換を行い，CRTデイスプレイに音

声波形として表示したものを，子音部と母音部に

一19一



Tab1e1、被験児の聴カレベル

被験児　　　年　齢
Hearing　Leve1（re：JIS1982）

250　　　500　　　1000　　　2000　　　4000　8000（Hz）

SDS宗
％／dB

11

14

14

14

15

35

25

55

35

70

60

25

75

25

70

60

45

75

25

60

60

60

80

90

70

50

70

90

90

85

50　　　　　　　75／80

65　　　　　　　90／90

90　　　　　75／110

90　　　　　　　70／65

95　　　　　85／110

＊SDS＝語音弁別能（日本オージオロジー学会67語表）

Table2． 刺激語の後続母音のホルマント構造（Hz）

／ba／／be／／bo／／da／／de／／do／／9a／／9e／／90／／Pa／／Pe／／Po／／ta／　／te／　／to／／ka／／ke／／ko／

F
1
F．

F．

F。・Fl

1048　　568　　608　1048　　560　　616　1016　　560　　640　！192　　608　　560　1120　　616　　680　1080　　584　　672

1472　2224　1056　1656　2264　1064　1528　2328　1056　1816　2304　1112　1712　2280　1016　1608　2360　1008

2880　2784　2872　2712　2728　2856　2774　2744　2800　2952　2712　2880　2992　2768　2920　2712　2896　2880

424　1656　　448　　608　1704　　448　　512　1768　　416　　624　1696　　552　　592　1664　　336　　528　1776　　336
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Fig．L 刺激語母音部のリフタードスペクトル例

分離し，Dua1Variab1e　Fi1ter（KEMO　VBF8）

を通してFユを原音，10dB減衰，20dB減衰の3条

件に変化させた（Fig．1）。刺激系列は，後続母音

（C／a／，C／e／，C／o／）で分けた6語音x5

回呈示×3条件の90語音であり，それぞれが3母

音あるため計270語からなっている。これらを呈示

音圧，呈示間隔が一定となるよう音声切り出し編

集装置で制御してテープレコーダ（SONY　TC－

8750・2）に録音した。

　3、手続き

　刺激系列は，防音室内で受話器を介して被験児

の良聴耳に至適レベルで呈示した。被験児には，

「これから音が聞こえてきます。聞こえた音はこ

の中（解答用紙）のどれですか，指でさしてくだ

さい」と教示を与え，反応は6選択肢の強制選択

法に依った。本実験に入る前に練習課題を行い，

教示及び実験手続きの理解を図った。

　m．結　　果
　1．識別数にっいて

　各条件での識別テストにおける平均識別数を後

続母音別，子音別にまとめて表したものが，それ

ぞれFig．2，Fig．3である。Fユの音圧減衰による有

意差があるかどうかをFriedmanの法で検定した

一20一



心身障害学研究　Bul1，Spec．Educ．

　　　12（1）：0－0．1987

13

1
2

1
1

1
0

0

●

＼　　　●／a／

　　　■

／■

▲10／

　　　■1．／

OdB　　10dB　　20dB

Fig．2．減衰条件における後続母音別平均識別数
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ところ，後続母音別では有意差がみられず，子音

別では／t／においてF1の音圧減衰による有意差

（P＜．05）がみられた。また識別数全体でみた場

合も有意差（P＜．05）がみられた。どの条件間で

識別数が上昇したのかをSign　teStで検定したと

ころ，全体では0dB－10dB条件間で，後続母音

別では／o／の0dB－10dB条件間で，有意差
（P＜、05）がみられたが，子音別でみると有意差

はみられなかった。子音を有声一無声とに分ける

と，有声の0dB－10dB条件間で，無声の10dB

－20dB条件問で有意差（P＜、05）がみられ，子

音を調音部位で分けると，「9＋K」のO　dB－10

dB条件問で有意差（P＜，05）’がみられた。識別

数の改善を表す尺度として，各条件での識別数を

0dB条件での識別数で除した値を改善指数とし

0dB　　10dB　　20dB

Fig．．3．減衰条件における子音別平均識別数

た。その結果を示したものがTab1e3である。全

体，後続母音別でみると，1．04～1，16といずれも

改善がみられ，子音別でみると／b／の10dB，20

dB，／d／の20dB，／k／め10dB，20dBで低下がみ

られた。

　2．情報量について

被験児の識別表に情報理論を適用し，伝達情報

量丁（x；y）を算出した。その結果（5人の計）

を母音別にして示したものがFig．4である。

各条件における識別数と伝達情報量との相関を

みると，OdBで．613，10dBで．855，20dBで．844

Tab1e3－1．識別改善指数（後続母音別）

／a／　　　　　／e／ ／0／　　　／a／＋／e／＋／0／

10dB　　20dB　　　　　lOdB　　20dB　　　　　lOdB　　20dB　　　　　10dB　　20dB

1，12　　　　1，08　　　　　　　1，04　　　　1，16　　　　　　　1，13　　　　1，13　　　　　　　1，10　　　　1．12

Tab1e3－2．識別改善指数（子音別）

／b／ ／d／　　　　／9／ ／P／　　　　／t／ ／k／

10dB　　20dB　　　10dB　　20dB　　　　1OdB　　20dB　　　！0dB　　20dB　　　1OdB　　20dB　　　10dB　　20dB

0．86　　　0195　　　　　　1，09　　　0，91　　　　　　1，32　　　1，35　　　　　　1，11　　　1，11　　　　　1，32　　　1I55　　　　　　0，90　　　0．97
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Fig．4．減衰条件における後続母音別伝達情報量

となり，F、の音圧減衰により識別数と伝達情報量

との相関が高くなり，識別数の上昇とともに被験

児の判断の確実さも上昇する傾向にあることがわ

かった。しかし，／e／の10dB－20dBでは識別数は

増加しているのに伝達情報量でみると低下した。

しかも識別数での順位と伝達情報量での順位が入

れ替わってもいた。伝達情報量を個人別に表した

のがTab1e4であり，0dB－10dB－20dBと伝達

情報量が増えていったのは，被験児1の／0／，被

験児2の／a／，／o／，被験児4の／a／，／0／，被

験児5の／e／，／0／であり，全体の半分程であっ

た。

lV．考　　察

後続母音別でみると有意な識別数の増加はみら

れなかった。しかし全体でみると有意な増加がみ

られ，Fユの音圧減衰による効果があったといえ

る。太田・吉野（198613〕）は，CV音節の母音が子

音の識別に及ぼすbackward　masking効果の実

験を行い，後続母音の音圧を減衰させることによ

る明瞭度への影響を検討したが，／a／，／e／，／0／

の3母音では／0／での明瞭度改善が著しかったと

報告している。両実験を比較するとき，／a／，／e／

での結果に相違がみられる。すなわち／a／と／e／

は，全体の音圧を減衰させても識別の改善に寄与

しなかったのに，F1の音圧のみを減衰させただけ

で識別の改善に寄与した。／o／のホルマント構造

をみると，FI（平均629Hz）とF。（平均1052Hz）

が／a／，／e／に比べて低い周波数帯域にある。／a／

（F。＝平均1084Hz，F。＝平均1632）と／e／（F、＝

平均629Hz，F。＝平均2293Hz）ではF1とF。が離

れておりF1の音圧を減衰させるだけでも子音の

識別に寄与したものと考えられる。PascOe
（197515〕）やSkinner（198017〕）は，難聴者の語音

知覚におけるspectraI　shapingの効果についての

実験で，1000Hz以上の周波数を増幅することで

子音識別が改善されたと強調しており，このこと

は，本実験における1kHz以下のホルマントを減

衰させることによる識別の改善を裏付けるものと

なる。後続する母音が／0／の場合，第2ホルマン

ト周波数の変移の向きが急峻な下向きとなり，妨

害音の及ぼす周波数問隔からするとmasking効

果がもともと小さいと考えられるが，低周波数帯

域の音圧を少しでも減衰させることでmasking

効果をより小さくすることができたものと思われ

る。

　Resnick　et　a1．（197916〕）は，子音を模擬した

band－1imited　noiseの識別に及ぼす合成母音の

tempora1masking効果の実験を行っている。調

音部位で／P／（破裂部の主要エネルギーO．5～1．5

Tab1e4．個人別伝達情報量

／a／　　　　　　　　／e／ ／0／　　　　／a／＋／e／＋／o
被験児

0dB　　lOdB　　20dB　　　　OdB　　10dB　　20dB　　　　OdB　　10dB　　20dB　　　　OdB　　！0dB　20dB

1．244

1．251

1．684

1．251

1，241

1．080

1．276

2．014

1．059

0．774

1．093

1．208

2．275

0．977

0．857

1．451

1．116

2．057

1．247

0．467

1．339

1．093

1．654

1．077

0．528

1．413

1．314

1．546

1．202

0．577

1．396

1．017

1．742

0．905

0．329

1．621

1．112

1．713

0．819

0．478

1．481

1．160

1．808

1．076

0．478

1．057

0．965

1．666

0．787

0．305

1．171

1．038

1．666

0．719

0，366

1．113

1．051

1．698

0．844

0．341
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KHz），／t／（破裂部の主要エネルギー2．5～3．5

KHz），／k／（破裂部の主要エネルギー1．5～2．5

KHz），の3つに分けて結果を分析してみると，

／P／のmasking量が一番多く，低い周波数帯域に

識別手掛りのある方が母音のmaskingを受け、や

すいことを示している。また，masking量につい

ては，母音のホノレマント構造により異なる（30～10

dB）ことを示した。本実験では，Fig．2から明ら

かなように／P／，／b／の識別の改善はみられな

かった。masking量が妨害音と信号音との周波数

関係に依存するならF・の音圧を減衰させること

により低周波数帯域にエネルギーがある／P／，

／b／の識別が改善してもよい筈であるが，

Resnickの実験でのmasking量が30～10dBもあ

ることを考えると，本実験で用いた10dB，20dBと

いう減衰量では識別を改善するには不十分だった

ことが指摘される二しかし，子音識別の手掛りが

stop　burstのみにある訳ではないこと，合成音を

用いているので白然音の知覚に一般化できないこ

とをResnick白身も述べており，結果の解釈には

注意を要する。

　識別数と伝達情報量との相関をみると，識別数

の増加とともに被験児の判断の確実さも上昇する

傾向にあったが，三浦他（195312））が健聴者で示し

た単音明瞭度と情報伝送量（伝達情報量）との相

関よりも低い傾向にあった。濱田・須藤（198713〕）

は，聴覚障害児の語音明瞭度と伝達情報量との対

応を検討し，語音明瞭度が高成績になるほど対応

がみられると報告し，本実験の結果と一致する見

解を示した。伝逮膚報量は，反応カテゴリーが不

十分なとき低下するものである。識別数が増加し

ていなくても伝達情報量が増加する者は，アトラ

ンダムな反応レベルから，異聴はあっても同じ調

音様式のものへと反応したり，あるいは同じ調音

部位のものへと反応したりする一定の傾向をもっ

て反応するレベルヘの質的転換を示すものとみる

ことができる。本実験の結果でも，識別数の増加

と共に伝達情報量も上昇する傾向が示されたが，

／e／の10dB－20dBでは識別数が増加しているの

に伝達情報量は僅かながらも減少した。このこと

は，聴覚障害児の反応が課題によって異なり，音

声識別が必ずしも健聴者における識別数と伝達情

報量とが示す線形関係のようにはないことを示唆

するものである。
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Summary 

Backward Masking Effects on Speech Identification in Hearing-Impaired 

Children: Effect of amplitudes of F* in CV syllable 

Tomlo Ohta Tomoyoshi Yoshino 

In consonant perception, the different frequency patterns of the bursts are acoustic cues for 

identification among stop consonants. 

Hearing-impaired listeners with reduced dynamic ranges may receive the acoustic cue at 

level close to threshold. 

In this study, the effects of backward masking in speech perception were tested for children 

with sensorineural hearing foss. The listeners were 5 children with moderate to severe 

sensorineural hearing loss. Eighteen CV syllables, each comprised of one of the consonants /b, 

d, g, p, t, k/ in combination with one of the vowels /a, e, o/ were used. Identification of CV 

syllables and the amount of information in confusion matrix were measured with Fl at various 

amplitudes relative to F2. The results were as follows. 1) Identification was affected by the 

relative amplitudes of F*. 2) Improvement of consonant identification was observed at lgl 

and /t/. 3) From the view point of the amount of information, speech categories in 

hearing-impaired children were inferior to those in persons with normal hearing. 

Key word hearmg nuparred speech identifrcatron backward masking, amount of 

inf ormation 
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