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実践研究

１．問題
一般に，聴覚障害児において裸耳の聴力レベルと発話

の明瞭性の間には負の相関があることが知られている 
（Smith, 1975; Monsen, 1978; Markides, 1970; 斎藤・他, 
1985; 斎藤・他, 1991; 岩塚・他, 1987）。すなわち，聴力
が厳しくなるほど，発話の明瞭性は低下する。しかし，
その一方で特別支援学校（聾学校）には「とても明瞭，
または明瞭」（very intelligible or intelligible）な発話を
習得している学齢の重度・最重度難聴児が少なからず在
籍している事実 （Karchmer, Milone, & Wolk, 1979）も
ある。Karchmer et al. （1979）の報告によると，聴力
が71 ～ 90dB HLの重度難聴児262名のうち55％に当た
る144名が発話の明瞭性の５段階評定で「1.とても明瞭」
または「2.明瞭」とされ，聴力が91dB HL以上の最重度
難聴児479名のうち23.2％に当たる111名が同様の評定
を受けたことが示されている。

聴力が91dB HL以上の最重度難聴の学習者では，発
話の明瞭性と聴力の関係が直線的ではなくなること 

（McGarr, 1980; 板橋・斎藤, 1992），聴力レベルが100 ～
110dB HLの最重度難聴児では，教育的な扱い方によっ
て発話の明瞭性向上の程度が大きく変わる可能性が高い
こと （板橋, 2004a）も指摘されている。こうしたことは，
重度・最重度難聴児では聴力レベルの他に発話の明瞭性
に影響を与える要因が潜んでいることを示唆する。発話
の明瞭性に影響を及ぼす要因は，板橋 （2006）によれば，
例えば，聴覚条件の要因，教育上の要因，家庭の言語環
境の要因，当人の発音意識，言語力，知能などが挙げら

れている。
そのうち聴覚条件については，筆者は130dB HL以上

の最重度難聴の児童で，4歳で人工内耳を装用して装用
の閾値が40dB 程度になった児童の100音節発話明瞭度
が，人工内耳装用後2年3 ヵ月の小学部1年7月時点で
68.9％，人工内耳2年10 ヵ月後の時点で83.0％，3年8 ヵ
月後の時点で91.3％に向上し，それ以後は小学部高学年
で90％台付近を推移したケースを経験している。この
ケースでは補聴器装用児には難しいとされる語頭音がs, 
z, ʃ, ӡなどの摩擦音を含む音節も正確に発音し，やわら
かい声質とともに日本語らしい韻律を持った発話が観察
された （Itabashi, 2002; 板橋, 2004b）。また小学部に在
籍する8名の人工内耳装用児のうち5名の発話に自然な
リズム・イントネーションが伴い，日本語らしい音声の
表出が認められること （板橋, 2008）なども報告してき
た。これらの事実は，人工内耳装用下における閾値と発
音技能が関連していることを示唆している。

発話明瞭度を規定する要因の中で，補聴器や人工内耳
による装用閾値は，より直接的な影響をもたらすと考え
られることから，本研究では，重度・最重度難聴児の発
話の明瞭性を裸児聴力との関連に加えて，補聴器や人工
内耳の装用下の閾値との関連で検討，整理することにし
た。
２．方法

（１）対象児
2007（平成19）年に筑波大学附属聴覚特別支援学校

小学部1年～ 5年に在籍した61名の児童（6 ～ 11歳）の

小学部児童における聴覚条件と発話明瞭度の関係

板橋　安人＊

附属聴覚特別支援学校小学部児童において裸耳聴力と，補聴器または人工内耳装用下での閾値及びそれらと発話明瞭
度との関係を考察した。小学部 2 ～ 6 年の児童 54 名（男子 25 名，女子 29 名；平均聴力 101.9dB HL；補聴器装用児童
49 名，人工内耳装用児童 5 名）に 100 音節発話明瞭度検査を実施した。その結果，補聴器装用児の場合，過去のデー
タより高い明瞭度が得られた。また，対象とした人工内耳装用児童は補聴器装用児童よりも発話明瞭度が高い傾向にある
こと，発話明瞭度には男女差はないこと，裸耳聴力，補聴器装用閾値と発話明瞭度とはいずれも負の相関があることが確
認された。補聴器または人工内耳装用下の閾値から，「発音・発語」学習を定期的に継続した場合に得られる発話明瞭度
の目安が導かれ，発音指導において補聴器や人工内耳の装用閾値に注目すべきであることが示唆された。

キー・ワード：発話明瞭度　　補聴器　　人工内耳　　裸耳と装用の閾値

＊筑波大学附属聴覚特別支援学校



�0

うち，以下の条件をすべて満たす者とした。
対象児童の条件
・ 良耳裸耳の平均聴力（500Hz, 1000Hz, 2000Hzによる

４分法）が71dB以上の重度難聴と91dB以上の最重度
難聴（いずれもWHOの分類）であり，補聴器や人工
内耳装用下の500Hz, 1000Hz, 2000Hzにおける閾値の
平均の資料が得られている。

・ 最新（平成19年度）の発話明瞭度検査の資料が得ら
れている。

・ 学年相当の教科書を用いて聴覚口話法を基調とする教
育を受け，かつ定期的な発音・発語指導を受けている。

・重度または最重度難聴以外の重篤な障害を持たない。
これらの条件を満たした児童は，54名（男子25名，

女子29名）であった。その内訳は，補聴器装用児49名，
人工内耳装用児5名であった。

（２）手続き
分析する資料は，裸耳聴力（500Hz, 1000Hz, 2000Hz

での4分法による平均値）と補聴器または人工内耳装用
下の閾値（500Hz, 1000Hz, 2000Hzでの4分法による平
均値）と，毎年二学期に担当者が実施している発音評
価（ここでは，100音節発話明瞭度検査）の結果とした。
各対象児の100音節の発音の聴取評価者には，同学年の
複数の健聴の保護者（7 ～ 8名；学年により異なる）の
協力を依頼した。検査の方法は，板橋 （2006）によった。
３．結果と考察

（１）聴力レベル
児童54名のうち49名の補聴器装用児童の裸耳の平均

聴力レベルは，77dB HLから124dB HLまで分布し，そ
の平均は100.5dB HL （SD=11.5）であった。また補聴
器装用児童の平均装用閾値は，39dBから65dB まで分
布し，その平均は52.0dB （SD=6.1）であった。5名の
人工内耳装用児童の平均装用閾値は，34dBから37dBま
で分布し，その平均は33.8dB （SD=2.2）であった。

（２）100 音節発話明瞭度
結果を表１に示す。児童54名の100音節発話明瞭度検

査の結果は，9.3％から85.1％までの範囲に分布し，その
平均は50.4% （SD=20.3）であった。

そのうちの補聴器装用児童49名の100音節発話明瞭
度は，9.3％から85.1％までの範囲に分布し，その平均は
48.9％ （SD=20.2）であった。補聴器装用児童の100音
節発話明瞭度検査による発話明瞭度の結果は，本校小学
部児童を対象にこれまで1983年度と1990年度の二度に
わたり報告されている（斎藤・他, 1985; 1991）。その結

果は，前者が26.6％（聴力レベルの平均が104dBの児童
81名による）であり，後者が38.3％（聴力レベルの平均
が107dBの児童74名による）であった。今回の補聴器
装用児童の発話明瞭度は，以前の報告と同様に発話明瞭
度の分布幅がきわめて大きいという特徴を示した。補聴
器装用児童の発音技能には依然として個人が大きいこと
がわかる。しかし，これまでの報告と比較して今回の対
象児童では，その平均において向上傾向が見られている。
すなわち，100音節発話明瞭度検査の結果は，今回の49
名の補聴器装用児童の明瞭度の平均48.9％は，評価者が
保護者（ただし，我が子の発音は評価しない）であるこ
とや，聴力レベルの平均が100.5dBであったことを考慮
に入れても，これまでの結果に比べて明瞭度が全体的に
向上傾向にあり，発話の明瞭性が改善していることを示
唆している。

人 工 内 耳 装 用 児 童 5 名 の 100 音 節 発 話 明 瞭 度 は，
35.9％から76.5％までの範囲に分布し，その平均は65.3% 

（SD=14.8）であったが，1名の発話明瞭度が35.9％であっ
た他は，残り4名の人工内耳装用児童の発話明瞭度はす
べて，発話明瞭度が70％台であった。したがって人工
内耳装用児の大半は70％台の発話明瞭度を得ていると
言える。明瞭度35.9％であった児童も，小学部入学当初
からたどってみると，小学部１年時点は発話明瞭度が
29.0％であり，小学部４年までに発話明瞭度は6.9％の向
上をみせており，発話明瞭度は緩やかな向上傾向にある。
この間の「発音・発語」学習の成果があったと思われる。
人工内耳装用児の場合は，指導の経過とともに明瞭度が
向上するケースが多いという経験から，本児の今後の変
化に注目していきたい。

今回の明瞭度の平均が50.4％に，補聴器装用児のみで

表１　対象児童の聴力分布と発話明瞭度の分布

裸耳の平均聴力
（dB HL）

人数 発話明瞭度

HA群 平均100.5 （11.5） 49 48.9% （20.2）
HA群の聴力 71 ～ 80 4 68.9% （12.8）

81 ～ 90 5 62.6% （11.2）
91 ～ 100 15 57.2% （16.2）
101 ～ 110 16 43.6% （18.0）
111 ～ 120 7 32.7% （11.6）

121 ～ 2 11.7% （ 2.4）
CI群 － 5 65.3% （14.8）

注）．HAは補聴器，CIは人工内耳，（　）の数値は標準偏差
を示す。
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も48.9％になっていた背景には，学級担任が教科学習の
授業において聴覚活用を重視しつつ児童に適切な話しこ
とばで発言を促す扱いを重視している姿勢があること，
自立活動における「発音・発語」学習を担当する専科教
員が配置され，定期的に個別による指導を実施している
教育体制が確立していること，さらにデジタル補聴器や
人工内耳を装用する児童の存在など補聴機器の技術的な
進展があったことなどを指摘することができると思われ
る。

補聴器装用児童49名の群と人工内耳装用児童の5名の
群で，100音節発話明瞭度の平均の差の検定を行った結
果，有意傾向があること（t = 1.73, df = 52, 0.05 < P < 0.1）
が認められた。ここで対象とした児童において，人工内
耳装用児童が補聴器装用児童に比べて発話明瞭度が高い
傾向がみられたものの，それが有意な差とならなかった
理由は，この２群の人数がアンバランスなためと，人工
内耳装用児童で発話明瞭度が低かった1名がいたためで
あると考えられる。人工内耳装用児童の発話明瞭度が補
聴器装用児童に比べて高くなる傾向は，装用下での閾値
の違いによって説明できると思われる。

（３）発話明瞭度と男女差
対象児童54名を男女に分けて発話明瞭度の平均を算

出した。男子25名の100音節発話明瞭度得点は9.3から
85.1までの範囲に分布し，その平均は51.0 （SD=21.4）
であった。女子29名の100音節発話明瞭度は16.0から
79.0までの範囲に分布し，その平均は49.9 （SD=19.4）
であった。男子と女子の100音節発話明瞭度の平均の差
の検定結果は，t = 0.19, df = 52, 0.8 < P < 0.9となり，
有意差は認められなかった。重度・最重度難聴の児童の
発音技能に男女差があるとは考えにくいことがわかる。

（４）裸耳聴力と発話明瞭度
人工内耳装用児および補聴器装用児の裸耳聴力レベル

ごとにみた人数分布と平均発話明瞭度を示した表１に
よれば，裸耳聴力が91dB HLから110dB HLまでの範囲
に補聴器装用児全体の約63％に当たる31名が含まれた。
ここで対象とした重度・最重度難聴の児童においては裸
耳聴力の厳しさに伴い，100音節発話明瞭度の低下傾向
が見てとれる。発話の明瞭性と裸耳聴力との相関は以前
から調べられていて，その相関係数（r）は，r = －0.38

（斎藤・他, 1991）からr = －0.71（Markides, 1970）が
知られている。聴覚障害児童・生徒を対象にして，これ
まで求められてきた相関係数を高い順に表２に参考とし
て示した。

表２　発話の明瞭性と聴力の相関係数

相関係数 対象児など 研究者
r = －0.71 聴力が60dB以下～ 101dB

以上にある7歳児と9歳児。
Mark i d e s , 
1970.

r = －0.68 Monsen （1983）に記載さ
れているJensema et al.の
数値。

M o n s e n , 
1983.

r = －0.666 聴力が50dB以下～ 130dB
以上にある小学部１～６
年の児童81名。

斎 藤・ 他 , 
1985.

r = －0.60 C.I.D.の67名の聴覚障害青
年。

M n s e n , 
1978.

r = －0.59 Monsen （1983）に記載さ
れているSmithの数値。

M o n s e n , 
1983.

r = －0.45 平 均 聴 力 100.6dB
（SD=10.32）の中学・高等
部の生徒47名。

板橋・斎藤, 
1992.

r = －0.411 平均聴力100.5dBの児童・
生徒85名。

岩 塚・ 他 , 
1987.

r = －0.38 平均聴力100.5dBの小学部
１～６年の児童74名。

斎 藤・ 他 , 
1991.

そこで，今回の対象児童54名のうち人工内耳装用児5
名を省いた49名の裸耳の平均聴力レベルと100音節発話
明瞭度の相関係数 （r）を求めたところ，r = －0.62を
得た。表２の諸研究と同様に，本研究で対象とした児童
においても，裸児聴力と発話明瞭度の関係は，これまで
に報告された相関係数の範囲内にあり，補聴器装用下で
も裸耳聴力の影響はかなりあることを今回も確認した。

（５） 補聴器および人工内耳による装用閾値と発話明瞭
度

対象児童の補聴器または人工内耳装用下の閾値ごと
にみた人数分布と発話明瞭度を表３に示した。ここで
対象とした49名の重度・最重度難聴の補聴器装用児の
発話明瞭度は，装用下の閾値が40dB台ではおよそ59%，
50dB台ではおよそ46％，60dBを越す場合ではおよそ
24％と目安をつけることができる。補聴器装用児童の
装用下の平均補聴閾値と100音節発話明瞭度の相関係数 

（r）は，r = －0.56であった。人工内耳装用下の閾値が
34 ～ 37dBにある5名の人工内耳装用児の発話明瞭度（平
均で65.3％）を凌ぐ補聴器装用児は，装用閾値が40 ～
49dBの群では17名中8名（約47％），装用閾値が50 ～
59dBの群では26名中4名（約15％）であったが，装用
閾値が60dBを越す群には見られなかった。ここから，
補聴器装用児の発音技能は，人工内耳装用児の発音技能
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に匹敵するケースも多く，これは，補聴器の活用を前提
に長年継続してきた発音・発語指導の成果の一つと言え
るだろう。

（６）教育的示唆
本研究は，補聴器または人工内耳を装用する児童の発

話明瞭度と聴覚条件との関係を考察した。その結果，裸
耳聴力や補聴器または人工内耳装用下の閾値と発話明瞭
度とに負の相関があることを確認した。本研究の結果か
ら，個別による「発音・発語」学習の指導が定期的に行
われている聴覚特別支援学校小学部において，重度・最
重度難聴の児童が習得していく発話の明瞭性は，装用下
での閾値をもってある程度は予測することができるとの
示唆を得ることができた。

すなわち，今回は装用下の閾値が39dBまでの場合，
発話明瞭度は65％，装用下の閾値が40 ～ 49dBまでの
場合，発話明瞭度は59％，そして装用下の閾値が50 ～
59dBの場合は発話明瞭度は46％という結果が得られる
が，これを指導上の一応の目安とすることができると考
えられる。

発話の明瞭性に関しては，小学部児童87名（42名が
術前の平均聴力が106dB HLで人工内耳を装用，40名は
平均聴力が78dB HLで補聴器を装用）の発音技能を三
年間にわたり評価したBlamey, et al.（2001）の報告が
ある。これによれば，児童の発話明瞭度は自発会話で正
しく表出した単語数で平均40％であり，これには個人
差が大きく，年齢上昇に伴う明瞭度の向上は有意ではな
かった。児童の発話の明瞭性には個人差が大きいという
点は，本研究の結果と一致した知見である。しかし，本
研究で対象とした聴覚特別支援学校小学部の児童は，六
年間のスパンで見ると，概して発話の明瞭性は向上傾向
を示していること（板橋, 2006）をここでは指摘してお
きたい。

本研究で対象とした児童が満たしている条件から，聴

覚をよく活用した教育実践が行われていること，児童を
取り巻く言語環境も達成する発話の明瞭性に大きく関与
することが示唆できる。

発話の明瞭性は高いに越したことはない。しかし，全
国の聾学校（現，特別支援学校）の自立活動担当者を対
象に実施された「発音・発語」学習に関する調査（聴覚
障害教育工学研究会・発音発語部会, 2005）によれば，
小学部段階の「発音・発語」学習は，「日本語の獲得に
有用」，「コミュニケーション手段として有用」という考
え方の中で，目的を幅広くとらえて実践されている。自
立活動の「発音・発語」の授業で発話の明瞭性だけをい
たずらに上げる指導を行うのではなく，「発音・発語」
学習を通して言語の知覚・理解・表出面に関わる児童の
日本語力をトータルに拡充していく扱いを行うことが重
要視されていると考えられる。
４．結語

ここでは，聴覚条件を検討したが，この他にも学校の
指導体制，家庭の状況，言語力，言語音の知覚技能，発
音意識，認知技能，よく使うコミュニケーション手段，
学年進行など児童の発話の明瞭性に影響を及ぼす多くの
要因がある。これらについては，今後検討していく余地
がある。発音・発語指導の担当者はこうした要因も視野
に入れて指導に当たることが重要である。補聴器または
人工内耳装用下での閾値は，学習者の聴覚学習と発音技
能と明瞭な発話の習得のための授業における学習目標の
見通しをつけるための「見立て」に役立つ指標であると
言える。

重度・最重度難聴の児童の小学部時代におけることば
の学習に関して本研究を踏まえて指摘するなら，それが
音声と乖離した状態で行われないよう担当者は自立活動
や教科指導の中で配慮しなければならないということで
ある。そのためには，話しことばも含めて外界の音事象
が担っている役割への気づきが促される配慮と，「発音・
発語」の学習が随時行われなければならないと思われる。

付記
本研究の一部は，2008年10月15日～ 17日に広島県立

広島南特別支援学校が主管校となり，中国地区で開催さ
れた第42回全日本聾教育研究大会（広島大会）の研究
協議分科会の第５分科会「自立活動（聴能）」において，
筆者が口頭発表を行った。

表３　補聴器，人工内耳の聴覚条件と発話明瞭度

装用下の閾値（dB） 人数 発話明瞭度
HA群 平均51.9 （6.1） 49 48.9% （20.2）

39 1 69.4% （  -.-）
40 ～ 49 17 59.0% （17.2）
50 ～ 59 26 46.4% （17.0）
60 ～ 5 23.6% （19.0）

CI群 34 ～ 37 5 65.3% （14.8）
注）. HAは補聴器，CIは人工内耳，（　）の数値は標準偏差
を示す。
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