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発話のしにくさの⾃覚

• 発話のしにくさに関する調査 (⽴川, 2013)
• ⼤学⽣151名(健常者)を対象にした調査
• 半数が発話のしにくさを⾃覚

• 発話運動は巧緻性の⾼い随意運動の⼀種である
から不得意な⼈がいても不思議ではない
• ⼤学⽣約500名を対象にした調査 (北村, 2014)

• ⼤学⽣・院⽣約2,000名を対象にした調査 (北村
ら, 2019)

2⽴川, 話しにくさを⾃覚する健常者の構⾳動態の解析: ⻭茎⾳について, 県広⼤保健福祉学部
コミュニケーション障害学科卒業研究論⽂集 (2013).



学⽣を対象にした調査(1)

• 対象︓全国の⼤学
⽣・院⽣約2,000名
• 緊張でうまく話せな
いケースは除外
• 約3割がある程度以上
の発話のしにくさを
⾃覚

3北村ら, ⼤学⽣・⼤学院⽣を対象とした発話のしにくさの⾃覚に関するアンケート調査, ⽇本
⾳響学会誌 (2019).
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学⽣を対象にした調査(2)

• SNSの利⽤頻度とは関連がない
• ⼥性より男性，⽂系より理系の⽅が発話のしに
くさを⾃覚する⼈が多い
• 発話のしにくさを⾃覚している⼈は⾃分の声が
聞き返されることが多いと感じる傾向がある
• 発話のしにくさを⾃覚する⼈は発話を改善した
いと考えている
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表–1 分析対象者（問 17に「ない」と回答した者）の男女
の人数，高校時代に文系・理系だった人の人数［名］

文系 理系 その他
・不明

計

男性 217 797 49 1,063

女性 386 321 58 765

未回答 1 2 0 3

計 604 1,120 107 1,831

表–2 文字による通信手段（メール，SNS）の利用時間
（問 3）

利用時間 人数［名］ 人数［%］

0～2 h 914 50.5%

2～4 h 531 29.3%

4～6 h 231 12.8%

6h 以上 135 7.5%

り当てた。分析に当たっては変数減少法を用いて変数
選択を行った。

3. 結 果

3.1 回答者の内訳
全回答数は 2,043名であった。このうち，問 17にて

医師に言葉や聞こえに関する指摘を受けたことが「な
い」と回答した者は 1,831名であった。なお，「ある」
と回答した者は 67名，「分からない」と回答した者は
130名であった。本研究では「ない」と回答した 1,831

名を対象に分析を行った。
対象者の年齢の平均値は 19.5歳（標準偏差 1.6）で

ある。なお，この値は問 14に年齢を回答した 1,821名
の平均値である。対象者の男女の別，高校時代の文系/

理系の別を表–1 に示す。文系/理系の別が「その他・
不明」と回答している者の中には総合学科出身者が含
まれる。
3.2 回答の分析結果
問 1 の回答者数は 1,828 名であり，その大部分の

1,825 名がスマートフォン等の情報機器を利用してい
る。また，問 2の回答者 1,815名のうち 1,805名がメー
ルや SNSを利用しており，その利用時間は表–2に示
すように 0～2時間が最も多かった。
問 4 から問 9 までの結果を図–1 に示す。問 8 にて

聞き返されることが多いと感じることが「ある」もし
くは「どちらかと言えばある」と回答した人は全体の
56.1%であり，問 9にて発音がうまくいかないと感じ
ることが「ある」もしくは「どちらかと言えばある」と
回答した人は 31.0%であった。
問 9 の結果と問 3 から問 8 までの結果との間の相

関係数を表–3 に示す。問 9 と問 8 の間の相関係数が

図–1 問 4 から問 9 の各選択肢に対する回答者数
(1) そう思う，(2) どちらかと言えばそう思う，(3) どち
らとも言えない・分からない，(4) どちらかと言えばそう
ではないと思う，(5) そうではないと思う

表–3 問 9の結果と問 3から問 8の結果との間の相関係数

質問のペア 相関係数

問 9—問 3 0.06

問 9—問 4 0.23

問 9—問 5 0.16

問 9—問 6 −0.06

問 9—問 7 −0.16

問 9—問 8 0.48

表–4 問 9に「ある」もしくは「どちらかと言えばある」と
回答した人の内訳［%］

文系 理系 全体

男性 26.3% 37.6% 35.5%

女性 20.7% 27.4% 24.4%

全体 22.7% 34.7% 30.6%

0.48 で，これらの間にやや相関が見られる。一方で，
問 3から問 7までの結果と問 9の結果との間にはほと
んど相関が見られなかった。
問 9 に「ある」もしくは「どちらかと言えばある」
と回答した者を性別，文系/理系の違いにより分類した
結果を表–4に示す。発音がうまくいかないと感じる人
は，女性よりも男性の方が 10 パーセントポイント以
上多く，文系よりも理系の方が 10 パーセントポイン
ト以上多かった。結果として，発音がうまくいかない
と感じる人の比率が最も高いのは理系男性であり，そ
の割合は 37.6%であった。逆に，この比率が最も低い
のは文系女性であり，その割合は 20.7%であった。
発話がうまくいかないと感じるときの感覚や状態を
たずねた問 10の回答を図–2に示す。この質問は問 9

にて「ある」もしくは「どちらかと言えばある」を選択
した人（565名）を対象にしている。選択肢のうち，(3)
「舌がうまく動かない」と感じている人が最も多かった。

性別，⽂系/理系による内訳 [%]



30代以上を対象にした調査

30代〜60代の男⼥計800名を対象にした調査で
も同様の傾向
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北村ら, 発話のしにくさに関する⾃覚と発話訓練, 騒⾳・振動研究会 (2019).



⾆と⼝蓋帆が⼤きい例(健常者)

6⽴川ら, 話しにくさを⾃覚する健常発話者の調⾳動態と発話器官形状: MRIおよびNDI 
Waveを⽤いて, ⾳講論 (2017.9).



⽀援の必要性

• ⾃分の声に⾃信が持てないと，様々な場⾯で
不利になる
• 会議
• 営業活動
• プレゼンテーション
• ⾯接（就職活動など）
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簡便，効果的，効率的な発声・発話訓練法
およびそれを⽀援するツールが必要



発声訓練: チューブ発声法

• ストローに息を吹き込むように持続発声
• リハビリやウォーミングアップに広く利⽤され
ている
• 声帯振動，声道形状，声の聴覚印象などの改善
効果あり

8
チューブ発声法による訓練の様⼦ (城本, 2007)



⼝唇周辺の⽪膚振動

• 訓練中は⼝唇周辺の⽪膚振動を意識させる
• 効率の良い発声に対応 (Titze, 2007)

• ⼝唇や⿐梁の共鳴の状態(振動感覚)を意識させ
る (Sundberg, 2007)

• ⼝唇周辺部に⽣じた⽪膚振動感覚は訓練の際の
1つの到達⽬標となる (城本, 2008)

9

⽪膚振動の感覚には個⼈差があり，また，STが
⽪膚振動を客観的に把握するのは難しい



⽪膚振動フィードバックの効果

• 加速度ピックアップ
で上唇部の⽪膚振動
を計測
• 加速度に応じて，ST
が声でフィードバッ
ク

• ⽪膚振動の上昇
• AC/DC⽐ (発声効率)
の上昇

10川村, 北村, チューブ発声訓練における評価指標としての⼝唇周辺の⽪膚振動の有⽤性, 
⾳声⾔語医学会学術講演会 (2019).

発声検査機能装置使⽤の様⼦
（『STのための⾳声障害診療マニュアル』より）



⽪膚振動フィードバックシステム

• 上唇部の振動をPCの
画⾯上でフィード
バック
• 顔のイラスト上に描
いた円の⼤⼩で表現
• ⽪膚振動を増加させ
る効果あり

11川村ら, チューブ発声時の⽪膚振動を利⽤したバイオフィードバックシステムの開発と
効果の検討, ⾳声⾔語医学 (2018).
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きさをリアルタイムに表示する．上口唇皮膚部の皮膚
振動は加速度センサ（小野測器NP-3211，質量 0.5 g）
により計測される．加速度センサの出力はアンプ（小
野測器 SR-2210）で増幅されA/D変換器に送られる．
データは標本化周波数 10 kHz，量子化ビット数 12 
bit にて記録した．
この BFシステムが起動されると，PC画面には顔

のイラストが表示される（図 2）．収録（訓練）を開
始すると，計測された皮膚振動加速度の絶対値に応じ
て口元の円の直径がリアルタイムに変化する．これに
より，実験参加者は振動の大きさを視覚的に知ること
ができる．フィードバックと同時にデータ収録を行い，
WAV形式のファイルとして保存できる．皮膚振動加
速度のデータには直流成分が含まれるため，計測され
たすべての皮膚振動加速度のデータに対してカットオ
フ周波数 50 Hz の FIR 型ハイパスフィルターを施し
た．
本システムでは，チューブ発声 50 回を開始する前

にあらかじめ計測した楽な高さ・大きさのチューブ発
声 3回の皮膚振動加速度の絶対値の平均値を基準値と

して用いた．訓練時の皮膚振動加速度の絶対値が基準
値を超えた場合にのみ顔のイラスト上に円形を表示し
た．なお，本研究のBFシステムにおいては，皮膚振
動加速度パワー値よりも皮膚振動加速度の絶対値で制
御した円形のほうが，大きさの変化を認識しやすかっ
たため，皮膚振動加速度の絶対値を採用した．
2．実験
1 ）実験参加者
実験参加者は，非音声障害者でかつチューブ発声未
経験の男性 10 例である（20～24 歳，平均 21.6 歳）．
実験参加者 10 例は，ランダムにA群（5例），B群（5
例）に分けられた．なお，実験参加者全員に文書によ
る同意を得た．
この研究は「甲南大学におけるヒトを対象とした研
究審査」において承認を得ている．
2）研究デザイン
本研究では，クロスオーバー比較デザインを用いた． 

A群ではⅠ期目にBFありでのチューブ発声を 50 回，
Ⅱ期目には BFなしでのチューブ発声を 50 回行うこ
ととした．もう一方のB群ではそれを逆の順序で行い，
両群とも順序は異なるものの，BFあり・なしの両プ
ログラムを受けることができるように配慮した．Ⅰ期
目の訓練による介入効果を想定し，Ⅰ期目とⅡ期目の
チューブ発声訓練の間に約 1ヵ月の休息期間いわゆる
ウォッシュアウト期間を設けた．
3）手続き
（1）加速度センサの貼り付け
加速度センサは全例左上口唇皮膚部に貼り付けた

（図 3）．化粧用接着剤をセンサの接着面に付け，さら
にサージカルテープで固定した．
（2）教示ビデオ
本研究では，すべての実験参加者に同様の教示が可
能となるように教示ビデオを使用した．教示ビデオは
チューブ発声法の説明用，BFなし条件用，BFあり

図 1　バイオフィードバック（BF）システム
PC画面上に顔面のイラストを表示する．

アンプ
PC

USB

加速度
センサ

A/D変換器
（10 kHz，12 bit）

皮膚振動加速度の絶対値が
大きいとき

皮膚振動加速度の絶対値が
小さいとき

図 2　BFシステムの PC画面上の顔面イラスト
チューブ発声時の皮膚振動加速度の絶対値に連動して左上口
唇皮膚部の円形の大きさが変化する．

振動加速度⼩ 振動加速度⼤



スマートチューブ

• ストローに固定した
加速度センサで振動
を計測
• ストローに固定した
LEDテープの光で振
動の振幅と周波数を
フィードバック
• Arduino上に実装し，
安価に提供

12川村ら, チューブ発声法による⾳声リハビリ⽀援システム「スマートチューブ」の開発, 
⾳講論 (2020.3).



顎運動制約法による発話訓練

• 細い棒を前⻭でくわ
えて練習
• ボイストレーニング

やウォーミングアッ
プで利⽤されている

• 発話の即時的な改善
効果 (三⾕ら, 2017)
• ⺟⾳空間の拡⼤
• foの上昇，foレンジの

拡⼤
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顎運動制約法による発話訓練のようす

三⾕ら, 開⼝制約に基づく発話訓練法の効果, ⾳講論 (2017.9).



訓練前後の⾳声
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訓練前 訓練後

訓練前 訓練後



⽀援システム

• 顔⾯の動きと⾳声の⼤きさをリアルタイムで
フィードバック(レベルメーター)
• 顔⾯の動きはオプティカルフローで検出

15北村ら, 発話のしにくさに関する⾃覚と発話訓練, 騒⾳・振動研究会 (2019).



⽅法

• 訓練中，訓練前後の⾳声器官の動きを磁気セン
サシステムにより計測
• 実験参加者︓⼥性4名
• 実験の流れ
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⾳声の収録 (14⽂)

⾳声の収録 (14⽂)

⾳声の収録 (14⽂)

3分間⾃由に練習 (7⽂)

3分間顎運動制約法で練習 (7⽂)

センサ配置

Anterior Lower jaw

Palate

Tongue

T1 T2
T3UL

LL
LI

UI

システムを利⽤



磁気センサシステムNDI Wave
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実験の様⼦

6Dセンサ

5Dセンサ

フィールドジェネレータ

センサを貼り付けた様⼦

北村, 磁気センサシステムによる調⾳運動のリアルタイム観測, ⾳響誌 (2015).



結果: 練習法による差異
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図︓⾃由に練習した時の分布 図︓顎運動制約法による練習時の分布
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下顎(LI)以外のセンサの移動範囲が拡⼤する



まとめ

• 発話のしにくさを⾃覚する⼈は幅広い世代に存
在する
• チューブ発声法の⽀援: スマートチューブ
• 顎運動制約法による訓練中に⾆や⼝唇の移動範
囲が拡⼤する → 分離運動
• 課題

• 発声効率，“滑⾆”，明瞭性を簡便に評価できる⾳響
特徴量が欲しい

• 訓練効果の持続時間，継続的な訓練の効果の調査が
必要

19本研究は，科研費(No. 16K13226)，2019年度ひょうご科学技術協会，2019年度カワイ
サウンド技術・⾳楽振興財団の⽀援により⾏われた．


