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第一章　 緒 論

第二編にて述べた ように.従 来 の有意味の

単語を用い 可聴距離を測定 して行 う聴 力検

査には種々の欠点があ り,之 を或 る程度,合

目的に改良したのが本編に於て述べ よ うとす

る語音聴力検査法であるが,本 法 と雖 も智能

の介入を封 じて,言 語了解力検査に陥 るのを

完全に防ぎ得るわけではない.又 音源 として

の検者の囁語勢力が常に安定である とは言い

難い等の欠点 もあるが,実 用上大体満足 すべ

き結果が得 られ るもの と考 える.以 下之 に就

き検討を加えて見たい.

第二章　 検 査 方 法

(一)　検査実施の概要

予め種々な試験語音表を作つて置き,検 者

としてなるべ く語音の明瞭 な人を選び,検 者

が可及的に勢力を一定 にす る為に,肺 の残留

呼気を用い,声 帯を動か さぬ状態のま ゝ最 も

強い囁語で試験語音表を読み,之 を数名の正

常聴力者 と軽度難聴者に聴取 させ,前 者が正

しく聴取 し,後 者が少 し聴 き誤 り始 める距離

を実験的に求め,之 を其の場所及び其の検者

による検査の標準距離 とし,此 の距離に於 て

一般の検査を行 うのである
.

即,各 被検者を此の距離に於 て,被 検耳を

検者の方に向け,反 対側の耳を遮蔽 して立た

せて置き,検 者は前述の要領に よる囁語 を以

て,試 験語音表を読み,之 を被検者に聴取且

つ筆記させ て,そ の失聴率を計 算す る.此 の

際注意 すべ きは,不 慣れの検査による心理的

誤聴である.之 を可及的に避け る為に,検 査

前に検者が試験語音表の一 つを読み聴かせて,

検査 の要領を会得 させ,且 つ其の検者の発音

に馴 れ させてか ら正式の検査を始める.そ の

際,ゆ つ くりと 「ハイ,書 き始めて,始 めは

ツ,ツ,… …,次 はホ,ホ,… …」の如 くに,

一音毎 に予告を与え乍 ら各試験語音を反復 し,

被検者が一語音を書 き終 るのを待 つて,次 の

発音をする.之 に よ り心理的誤聴を相 当防止

し得 る.

(二)　試験語音の選択 と試験語音表の製作

試験語音 としては,従 来使用されてい るよ

うな有意味の単語若 くは文章を用いては,結

局言語 了解力検査 とな るか ら,之 を避け る.電

話の受話器明瞭度検査 に用い られ る 「ロガ ト

ム」の ような無意味連接音を用いる事 も一応

考 えられるが, Katzが 誤聴 に関 す る心理的諸

問題を検討 して述べているように,通 常聴 き馴

れない組合せの無意義連接音を以て聴 力を検

査す る場合には,却 つてその語音を知 らない

為に聯想によ り無意識裡 に,そ れ と語音 の類

似 した有意味の言葉 と結びつけて考え る等 の

心理的傾向がある.殊 に聴 力障碍のある場合

には検査用語が有意味であ ると考え易いか ら,

予め数回聴 き馴れ させ て,検 査語音が意味 を

有 しない点を銘記 させた後に検査を行わない

と,正 常聴 力者で も,其 の成績に動揺が現わ

れ易 く,従 つて この無意義連接音を検査音 と

して用いるのは煩雑になる嫌 いがある.そ こ

で,か ゝる心理的誤聴 を防 ぐ為に単一語 音を
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選ぶ方が適 当であ ると考え る.

試験語音 として,第 一種,有 声子音を含 ま

ぬ直音全部(五 十音を採れば重複する もの も

あ るが,計 算を簡易 にす る為に五十音 を採 る.

第二種.直 音67と 拗音33計100と する.以

上を夫 々順序不同に配列 し,之 を第一種
,第

二種共に10組 乃至20組 作つて試験語音表とし

て用い る.学 術的の場合には第二種を用い
,

日常 の検査 には簡単な第一種を用いて充分で

あ る.又 訛のある地方では,正 常聴力者でも

誤聴を起 し易 いか ら,そ のような語音

を避け る必要がある.
第一種　語音試験例

第 一 表　 第二表

誤10
　脱0 } 失聽10%

第二種　語音試験例

第三表

誤18
　脱6

} 失聽24%

(三)　検査距離 の決定

試験語音を正常聴力者が漸 く正しく

聴取 し得 る 「レヴエル」 は検者と被検

者 との距離を調節 して求める.囁 語勢

力及び明瞭度には相当な個人差があ り
,

検査場の建築音響学的条件,騒 音の影

響等 も無視で きないか ら,検 査距離は

各検査場,各 検者に就き決定する必要

がある.

検者が試験語音表を読み,之 を数名

の正常聴力者及び軽度難聴者に聴取,

書取 らせて,前 者が 大体100%正 しく

聴 き取 り,後 者が少 し聴 き誤 り始めて

その差が,明 らかにな り始める距離を

実験的に求 め,之 を標準距離 とする,

実際には,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8米 の

各々に於 て夫 々少 くとも300語 音位を

書 き取 らせて,之 よ り標準距離を求め

る.勿 論5～7米 前後になると,そ の

何れを とつて も略々同程度の成績を得

る事がある.こ の時は,そ の中央をと

ればよい この語音聴力検査では,可 聴

距離 を以て聴力の程度を現わすものと

は異な り,多 少の距離の移動は余り問

題にならないのであ る.検 査場の広さ

に制限があつて,上 述のように標準距

離を とり得ず,距 離を短縮する必要の

ある時 には,検 者の囁語勢力を小さく

して,,正 常聴 力者が漸 く100%聴 取

し得 るように調整 して検査を行えば実

用上差 支えな く使用できる.
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一般に,余 り反響の無い,相 当広 く,騒 音

40phon位 迄の室では大体5～8米 が標準距

離として用いられ る.勿 論実際には個 々の場

合に就て其の都度之を決定すべ きで ある.廊

下のような細長い場所では,前 述 のよ うに標

準距離を とり得ないか ら,己 むを得ず,検 査

距離を短か くするが,此 の際軽度難聴者を看

過する可能性が多い.又 軽度難聴者の無い場

合は,数 名の正常聴力者が少 し聴 き誤 り始 め

る一つ手前の距離を求めれば良い.

検査標準距離の決定

標準距離測定による検査場の適否の判定

種 々な検 査 場 に於 け る標準 距 離 の決定

(数字は各検査距離に於ける語音失聽率を示す)
(Ⅰ)　広き室(5.5m×25m×4m)
Fは 軽度難聽者,他 は正常聽 力者

(Ⅱ)　講 堂(12m×18m×5m)

Fは 軽 度 難聽 者,他 は 正 常 聽 力 者

(Ⅲ)　廊 下(2m×25m×4m)

Fは 軽 度 難聽 者,他 は 正 常 聽 力 者

(Ⅳ)　戸 外 運 動 場
被検者は何れも正常聽力者
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難聴者の摘発 を目的 とす る集団検査 に於て

は標準距離のみで充分であ るが,臨 床的検査

に於 て,高 度難聴者を検査す る場合には検査

距離を逐次短縮す る必要があるので,便 宜上

標準距離 の1/2, 1/4, 1/8に於て行 う.

(四)　検査時 に書取 らせ る試験語音の数

之は多数な程,失 聴率を決 めるのに都合が

良いが患者の状態,殊 に疲労の有無,検 査時間

等 の点か ら,数 を制限す る必要がある,試 みに

5名 に就 き5,000語 音を書取 らせ ると, 2,500

音以上では失聴率は略 々一定 し, 1,000音 で も

大体之に近い値を得た.又 前述の用意の下に

予備検査を して,先 づ検者の発音に馴 らし一

つ一つ予告を与 えつ ゝ試験語音を反復 して検

査すれば, 100語 音で も,之 と余 り離れた値

にはな らぬ.但 し難聴 者 に 於 て100語 音毎に

離 して見 ると失聴率にかな りの動揺のあ る場

合 も認め られるが,正 常聴力者では この動揺

が少 く,此 の点 も両者の区別に応用で きるわ

けである.

正常聴力者反復試験による語音失聴数

囁 語50音,距 離6m,防 音 室.

難聴者反復試験による失聴率の変動

囁語,五 十音100個 使用 距離6米 防音室

研究上の目的 に は300～500語 音を用いて

略 々充分であ り,正 常聴 力者を決定 し,軽 度

以上の難聴者を発見す る程度の集団検査では

通常100語 音程度で充分 と考えられる.

(五)　検査成績の記載

前述 の如 くに して書取 りを行い,失 聴(誤

聴 及び聴取不能)の 率を とり,そ の数値を縦

軸 に,検 査距離を横軸に とつて 「グラフ」に

表 はす事がで きる.同 時に純音可聴閾を 「オ

ーヂオグラム」にて併示 し
,両 者を比較対照

す る と便利である.

(六)　反対側の遮蔽

被検耳に聴力損失があづて も,反 対側の聴

力が良好な場合には,恰 も被検耳によつて聴

取 し得たかの如 き結果を得 る事がある.従 つ

て検査時,常 に反対側を遮蔽 する必要がある.

語音に よる聴 力検査の場合は,検 査音が聴え,

且つ其の特徴音を判定 しなければならないの

で あるか ら,純 音 を用いる場合程に厳密な遮

蔽は必要でないが,充 分な遮蔽ができれば之

に越 した事はない.

最 も簡単なのは手指を反対側耳孔に挿入す

る事であるが,之 では遮蔽の効果不充分なる

のみな らず,書 取 りを行 うに不便である.そ

の他種 々の耳栓 も効果不充分である.バ ラニ

ーの騒音器使用は却つて被検耳の聴力を阻害

す る結果にな る.著 者の実験では,防 音室,

距離6米 にて,正 常聴力者に対 し,本 器を反

対側耳に使用 して検査 した所,被 検耳に34～

40%の 失聴 を認めた.

電燈線 よ り 「ベル トランス」,音 量調節器

を経て交流を受話器 に受け,之 を反対側の耳

に装用 して交流音を聞かせると適当な遮蔽と

な る.そ の音量は調 節 器 に より40～50phon

を適 当 とする.或 はVossの 方法により気流

音を聞かせて もよいが,之 には助手に 「ゴム」

管を吹かせねばな らぬ.簡 単には,耳 管通気

用二連球を応用 して もよい.

(七)　検査 場

理論上防音室が最適であるが,語 音聴力検



語音に よる聴 力検査に就 て　 859

査の場合 には試験音 と妨害音が同一の耳

に同時 に働 く場合であつて も,純 音可聴

閾を求め る場合 と異な り,既 述の ように

して,其 の都度,標 準距離 を求 めて行 え

ば,騒 音が余 り著 し くな く,反 響の少い,

相当広 い室であれば大体検査に差支えな

い.し か しこの騒音が試験音の明瞭度や

被検耳の可聴閾に及ぼす影響はその程度

に於 て も,形 に於て も複雑であ り,其 の

限度を騒音幾phonと 定めるよ りも寧ろ、

既述の方法にて求め られた標準距離を尺

度 として判定 する事がで きれば実際的で

あろ う.

「オーヂオグラム」を併示せ る語音失聴率記載例

騒音による標準距離の変化

(Ⅰ)　静粛時

(Ⅱ)　 騒音 50～55Phon 距 離(m)

防音室にて換気用電扇の騒音を妨害音

として観察す ると,沖 指示騒音計に より

50～55phonの 場合には,標 準 距 離 は3

米 とな り,正 常聴力者 と軽度難聴者をよ

く区別 し得た.電 扇 の騒 音 が58～63

Phonと な る時は標 準 距離 は大体2米 と

な り,両 者の区別は少 し く困難 となつた.

其 の際,電 扇停止時の標準距離 は8米 で

ある.即 検査 中,騒 音の著 しい動揺又は

衝撃的音が無ければ,標 準距離が,静 粛

時のそれの1/8よ り大 となる程度の騒音な

れば差支えないが,1/4に 近 くなるとその

成績は信頼 し難い.実 際の距離 として,

標準距離3米 以上 とな る場合は先づ差支

えないが,夫 以下 とな るよ うな騒音 のあ

る場所は不適 当 と考え られ る.

(Ⅲ)　 騒 音 58～63Phon 距 離(m)
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第三章　 語音聴力検査法によ る検査成績

〔第一〕　 学童を対象 として行つた聴力検

査例

検 査 の対 象 と して 小 学 生(検 査 成 績 を

可及的正確にす る為 に三年生以上を選 んだ.)

481名(962耳)に 就 き語音聴力検査を行 つた.

之に対純音聴力検査,耳 鏡検査,耳 管通気等

も併せ行い,本 人の難聴 自覚の有無,程 度,

周囲の人か らの印象等 も参照 して観察 した.

周 囲の人 の印象は聴 力,耳 疾その他 に関す る

予備調査表に基づいて,担 任教師 と家庭の父

兄が一週間観察 して得た ものであ る.

検査は主 として囁語を用い,必 要に応 じて

会話語 も用いた.対 純音聴 力検査 には 「ウエ

スタン1-Aオ ーヂオメーター」を使用 した.

検査場は,二 方壁,二 方硝子窓,床 板張 り,

天井壁, 10米 ×8米 ×4米.防 音設備無 し.

検査 の標準距離6米,使 用語は語音100及 び

有意味単語50.

(一)　正常聴 力

之は耳疾の既往歴 無 く,難 聴 自覚無 く,周

囲の人か らの印象に も聴力障碍を認め られず,

耳鳴無 く,鼓 膜耳管に異常を認 めず,検 査時

上気道に急性 「カタル」,腺 様 増 殖 症等の無

い ものであ る.純 音可聴閾は少 くともC～c6

の範囲に於 ては凡々一様な可聴閾移動を示 し,

之等 は其の年令に於け る生理的可聴閾移動 と

看做 され る10db以 内であ り,周 波数特性 に

著 しい歪 みのあるものは認められず,即,可

聴閾平均値 はFletcherの 値 に 略々近 く,且

つ之に平行 している.之 等の囁語,標 準距離

に於け る有 意 味 単 語 に 対す る了解度は全て

100%で あつた.

之等 に対 して,囁 語,標 準距離に於け る語

音失聴率は大体5%以 下に留 まり,大 多数は

3%迄 で あつた.

更に,耳 管通気後 も別 に自覚的に何等の変

化 も感ぜず,囁 語及び純音に依 る再検査を行

うも其 の成績に殆ん ど変化 が無かつた,之 等

は747耳 に於 て見 られ,正 常 聴 力 者 と看做 し

得 るものであ る.

正常聴力者 の純音可聴閾検査例(Ⅰ)
(語音失聽率0%と なりしもの)

正常聴 力者 の純音可聴閾検査例(Ⅱ)

(語音失聽率5%と なりしもの)

学童正常聴力者の語音失聴率

之 とは別に又,同 様に して正常聴力者と看

做 され る男女92名 に就 き,防 音室(標 準距離

6米)に 於け る検査成績に於て も,大 多数は,

失聴率0%～3%で,5%に 達する者は1例

に過 ぎなかつた.
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正常聴力者の語音失聴率

囁語50音 使 用,距 離6m,防 音 室.

(二)　軽微難聴者

本人に難聴の自覚が無 く,周 囲の人か らも

障碍を気付かれず,日 常生活に於 て,一 応正常

聴力者と考えられていた もの,或 は自覚は し

ないが,時 に失聴誤聴があ り,周 囲 の人の印

象から聴力障碍の疑のあ る者で,風 邪をひ く

と耳が遠 くなるもの,腺 様増殖症のあるもの,

耳疾の既往症があつて,鼓 膜に溷濁陥没等多

少の異常所見が認め られ るもの等の一群に対

して,語 音及び純音検査を行つた所,有 意味

単語による了解度検査では,距 離6米,囁 語

にて大多数が100%の 了解 を 示 したが,純 音

可聴閾は図の如 くであつた.

(耳管通気 前)

数字は検査例数を示す.以 下之に同じ.

(耳管通気後)

耳管通気による聴力移動

(+)… …聽 力 低 下 を 示 す.

0… … 〃 不 変

(-)… … 〃 上 昇

之に対 し,語 音失聴率は4%～18%に 亙 り,

大部分は10%内 外の値を示 した.

か ゝる者の大多数に於ては,「 アデ ノイ ド」

に よる耳管の障碍の存在が考え られ る.

聴力障碍215例 の原 因

そ こで,耳 管通気を行つた所,其 の殆ん ど

大多数に於 て,良 く聞え る又は聞 え方が変つ

て来た と感 じ,通 気直後 に純音及び語音に よ

る再検査を行つた所,大 多数に於 て聴力の向

上が認め られた.語 音検査で も,図 の ように

失聴率の減少 が観察 された.

耳管通気による語音失聴率の移動
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之等の点か ら明 らかに,耳 管通気に よ り聴

力の向上せ る事が認め られ,此 の事実は,元

来 自覚の有無に拘わ らず,軽 微な聴力障碍が

存在 していた事を示して居 り,本 法に依 りて

大体5%～10%の 語音失聴率を示 した.

(三)　軽度難聴者

軽度の難聴自覚を有 し,屡 々呼 ばれて も返

事を しなかつた り,重 ね問いを した りす るが,

日常生活には,別 に支障な く,教 室で も授業

上,座 席の位置に就 て特別 の考慮を必要 とし

ない程度の ものに就て,同 様 に純音及び語音

の検査を行つた.

(耳管通気前)

(耳管通気後)

之等学童 の語音失聴率は15%～40%で あつ

て,就 中, 20%～30%の 範囲の ものが多数 で

あつた.会 話語に よる語 音失聴 率は5%以 下

であ り,了 解 度検査では80%～100%の 成 績

で,日 常生活には先づ差支えない.

原因 としては.や は り耳管障碍に依 るもの

が多 く,耳 管通気によ り,自 覚的にも,又 通

気直後 の再検査成績に も,聴 力の向上が認め

られた.

耳管通気による純音聴力の移動

耳管通気による語音失聴率の移動

即,軽 度難聴者 と看做 されるものでは此の

程度の語音失聴率を示す もの と考えられる.

尚,反 対側に高度の聴力障碍がある為に,

一側 に語音失聴率20%～30%程 度の難聴があ

つ て も,自 覚 的 には何 ら障 碍 に気付 かないで

い る症 例 に遭 遇す る事 も屡 々 あ る.

反対側(右)に 高度の語音失聽がある為に却って被

検耳(左)の 難聽 自覚を欠きし例　難聽 自覚は右側

にのみ有 り.

(四)　中等度難聴者

自,他 覚的に明 らかに難聴を認められ,屡

々失聴誤聴 があ り,日 常生活には余 り困らぬ

が小声の了解が困難な事があ り,教 室では座

席を 前方に移す必要が認められているもの.

純音可聴 閾 は,平 均40db～60dbの 聴力損失
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がある.語 音失聴率は50%を 越 え, 100%に

達しない範囲である.

(五)　高度難聴者

言語了解に もかな りの支障があ り,教 室で

は座席を最前方に移 して も,尚 授業に不便な

もので,純 音聴力に高度の損失が認められ,

囁語,標 準距離の語音失聴率は100%で あ り,

検査距離を短縮 して行つた成績は,検 査の度

毎に変動を示した.

〔第二〕語音失聴率に よる難聴程度の区分

一般成人難聴者 よ り
,純 音聴 力,日 常生活

に於け る障碍の程度,言 語了解度,鼓

膜及び耳管所見等 よ り,前 述の 中等度

難聴者に属す ると考え られ るもの113

例,高 度難聴者に属す ると考えられる

もの19例(原 因 として,急 性 中耳炎48

例,慢 性 中耳炎48例,中 耳 「カタル」

32例,中 耳根治手術後4例)に 就て語

音聴 力検査を行 い,其 の成績 を前述の

学童聴 力 検 査 成 績 と合わせて観察 し

た.

之によると,正 常聴力 と看做 され る

ものでは,語 音失聴率は大体5%以 下

に留 ま り,之 以上にな る ものは,本 人

の 自覚の有 無に拘わ らず,少 くとも軽

微な聴 力障 碍の存在が疑わわれ る.自

他覚的何れか らも軽度難聴 あ りと考え

られ るものは20%～30%の 語音失聴率

を示 し,日 常生活に於て種 々な る程度

に支障があ り,中 等度難 聴 と考え られ

るものでは,語 音失聴率は40%以 上を

示 した.

高度難聴者で,日 常会話に於て も屡

々了解 困難 を生ず る者では,失 聴 率 は100%

となつた.

以上種 々な る程度の難聴に対す る失聴率を

調査 し,之 を分類 したが,之 によ りて判断す

べ きは,言 語 了解障碍又は 自覚的聴力障碍の

意味に於 け る難聴ではな くして,語 音その も

のに対す る聴 力の程度であ り,言 語了解 力は

之 と別個に,直 接決定 すべ きであ る.

第四章　 総括並びに考按

従来の言語 を用いる聴力検査 法は,

検査場の音響学的条件の影響を考慮せ

ず,単 に検者 の発す る言語に対す る可

聴距離のみを以て,聴 力の程度を定め

よ うとし,或 は対数 尺度 を以て之を表

現 しよ うとす る ものであ り,又 使用語

として有意味語句を用い る為に,言 語

了解 力検査 に陥つて了 う欠点があ る.
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此の点を改良して,先 づ個々の検査場に於け

る建築音響学的条件及び検者の音声勢力の個

人差を考慮 して,其の検査場,其 の検者の音声

(主 として囁語)に 対する正常聴力者の聴取

標準距離を定め,之 によりて各被検者の正常

聴力者に対する聴力の度を測定 しようとする

のが此処に述べた語音聴 力検査法で

あ る.

語音失聴率と難聴程度の関係

A… 正常聽 力者群
B… 軽微難聽 者群

C… 軽 度 〃 〃

D… 中等度 〃 〃

E… 高 度 〃 〃

(註)1点 は1症 例を示す.但 し, A群 では5症 例とす.

各点は個 々の検査例を,そ の失聽率の場所に プロ

ツ トした もので,百 分率を現わ した もの で はな

い

検査 用語 に関 して は,聴 覚に関する

中枢 能 力 の影響 を可 及的 に除外する為

に,有 意味 語句 を避 けた が,此 の目的

の為 に は,既 に, Barany, Gutzmann,

 Panconcelli-Calcia, Katz等 は無意味綴

り字 を用 い,又Katz, Salieは 被 検者

を指 導 し,特 別 な方 法に よ りて,此 の

無 意味 綴 り字を 用い て多人数の検査を

行 い,聯 想,殊 に既 知の有意味語句へ

の聯 想 を避 け よ うとしたが,こ の よう

な無意味綴 り字又は無意味連接音は心

理的誤聴に よつて,聴 力を実際以下に

見積 る事が少 くない と考えられるから

不適 当であ り,結 局個々の単語音を用

いて語音聴力を観察す る方式が適当で

ある と考え る.

又 音 源 と して の 言葉の勢力,調 子

等 を調 整 す る為 に, Gutzmann, 

Panconcelli-Calciaは 蓄音器「レコード」

に よつて言葉の強 さを一定に しようと

試 みた.囁 語勢力は会話語の夫に比し

て変動が少いが,同 一個人で も多少の

動揺があ るか ら,此 の点に於ては直接

検者の肉声を用い るよりも「レコー ド」

による方が音源 として安定であると考

えられるが,録 音並に再生に就て,現

在迄の蓄音器に よるものは,明 瞭度の

点 に 於 て未 だ 肉声 に及ばないと考え

る.即,真 の聴力障碍でな く,再 生音

の不明瞭な事に基づ く失聴が考えられ

るので ある.

次に検査音 の伝達に就ては,従 来検

者 と被検者 との距離で決められて居た

が, Lichtwitzは 蓄 音器を用い,之 よ

り漸次距離を大 きくして,被 検者が聴

き取 り得な くなる距離を測定 しようとした.

之は検査室の騒音の問題や,蓄 音器の性能の

点で必ず しも正確 な方法 とは言い難い.

Bryantは 蓄音器の盤に,漸 次 強 さを減じ

てく る数字を吹 き込み,之 を受話器を用いて
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聴取す る方 法 を試 みた. Jones, Knudsen

は減衰並に増幅器を用いて 「レコー ド」 によ

る音の強さを任意に調節 して以て検査に使用

したが,何 れも音源 としての再生度に欠点が

ある.次に伝達 され る言葉に就 ては,物 理学的

条件の他に心理学的影響 も考慮 されねばなら

ぬ. Bezoldは 検 査使 用語 句 として数字を選

んだが,之 は有意味語句であつた為に,聴 力

よりも寧ろ了解 力検査 となつて,其 の目的 を

達しなかつた.こ のような欠点を防 ぐ為に,

語音そのものを用いようとの試みは, 1901年

Baranyに よ りて企てられ た.即,彼 は 「ア

クセント」を同 じくし,構 成音 の中, 1箇 の

語音のみ を 異 にす る数 箇 の単 語,例 えば

wabe, wade, wage等 の如 き語句を幾組 も集

めて,之 等を聴取 させ,(此 の場合b, d, g等

の)語 音に対す る聴力を測定 しようとした.

後に, Lampertは 之を更に改善 しよ うと試み

たが,何 れ も試験語数が多 く,観 察 の対象は

語音であつて も,実 際に試験に供せ られ るの

は単語であるか ら,聯 想に よる心理的誤聴を

生ずる可能性 もあ り,又 其の中の或 るものは

無意味なる為,之 を多数に繰 り返す のを被検

者が嫌がると言つた ような欠点が ある.

次に各語音を構成す る母音 と子音の語音勢

力が異なる点に着 目して,語 音を母音 と子音

の二者に分解 して,其 の各々に対す る失聴を

検査する事も考えられるが,一 般 に,日 本語

に於ては,母 音 と子音を判然 と区別す る事は

難しく,純 粋の遊離子音が無 くて,所 謂子音

部と母音部 との結合は,単 な る結合でな くて,

相互に影響 し合い融合 した所謂熟音を構成 し

ているので,こ の熟音を母音 と子音に分け,

その各々を独立事象 として観察す る事は,尠

くとも日本語に於 ては本質的に意義が少 く,

又実際に書取 る際に,各 語音の母音 を聴取 し

得ても子音を捕捉 し得 ない為に,躊 躇 してそ

の語音を書き渋 ると言つた心理的の失聴が有

り得る事,騒 音の下に於ては其の種類に よつ

ては,被 検耳の可聴閾周波数特性 に相 当な影

響があり得る為に,こ のような状態に於て検

査された失聴 と,其 の耳本来の可聴閾周波数

特性 とを比較 するのは無意味である事等の諸

点か ら,失 聴語音の種類又は失聴状態 を子音

と母音に分つて観察する事は参考 とす るに留

め,検 査音単位を熟音に留 めた方が適 当 と考

える.

既述 のよ うに 「始めは イ,イ ……次は ツ,

ツ……」 のように発音 して行 えば, Lampert

の所謂, Wechsellautの 長所 を 有 し,而 も聯

想に よる心理的誤聴の可能性を無 くし,且 つ

取扱いが簡単であ る.此 の方式は厳密な方法

ではないが,実 際の成績を純音可聴閾,自 覚,

周囲の人 の印象,耳 鏡所見,耳 管所見等 と比

較検討すれば予想以上に軽 度 の聴 力障 碍 を

も証明 し得 る. Stumpf等 の唱えるC1～C5の

音域に聴力損失が無ければ対言語聴力には障

碍無 しとの説か らも,こ のような方式では証

明 し得ないだろ うと考えられ る程度の純音可

聴閾移動を有す るもの,例 えば第1編 第4例

の如 くに, 4,000「 サイクル」 以 上 に対 して

のみ聴 力損失 を有する耳で も屡々正常 の範囲

を越 える失聴の存在 する事を発見 し得た.尤

も,之 には限度があつて, 8,000「 サイクル」

以上の高音にのみ聴 力損失 のあ るような場合

には,こ の方式では捕捉 し得ない と思 える.

故に聴 力の判定 には,純 音可聴閾の決定 と

語音失聴率の決定 の両者によ りて行 うのが妥

当 と考 える.更 に実 際 日常生活上必要な る,

耳 よ り聴覚諸中枢にかけての綜合能 力たる言

語 了解 力は語音検査 とは別個に,直 接他 の適

当な方法で観察すべきであ る.

第5章　 結 論

語音聴 力検査法は

(一)　従来の言語を以てす る検査では少 くと

も距離6米 ～8米 の範囲にては証明し得 なか

つた軽度難聴者を捕 捉 証 明 し得 る.(数 字の

みを検査 音 として用 いる時は語音検査の失聴

20%～30%程 度の ものを 看 過す る事がある.)

(二)　検者,検 査場 の異同 に よる検査成績 の

動揺が比較的少い.

(三)　特別 の装置を要せず,実 施が簡単で,

成績が残 るか ら必要に応 じ再調査がで きる.
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(四)　大 量集団検査に用いてその目的を達 し

得 る.

(五)　失聴率は,難 聴者に於てはか な り動揺

す る事 もあ るが,正 常聴力者では動揺が少 く,

此の点 を利用 して,反 復検査に より,正 常聴

力者 と難聴者 を区別す る際,か な り軽微な聴

力障碍 を も証明 し得 る.

以上の諸検討に よ り,語 音聴力検査法は,

従来の言語に よる聴力検査法に とつて換るべ

き もの と考えられ る.

擱筆に臨み終始御懇篤なる御指導を賜わりたる小

田前敎授並に御校閲の労を賜わりたる高原敎授に深

甚の謝意を捧ぐ.

(本論文の要 旨は第48回 日本耳鼻咽喉科学会総会

及 び第56回 日本耳鼻咽喉科学会中國地方会に於て発

表 した.)
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Studies on the Healing Test with Speech Sound

Part. 3. Hearing Test with Speech Sound of Japanese.

By

M. Miyamoto

In this test, senseless monosyllabic sounds of Japanese speech are used. Generally, 100 

sounds are used in one test.

As to the test-distance, the point where the difference between normal hearing and slightly 

impaired hearing begins to be noticed, is determined as standard distance at each test room
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by each tester.

In proportion as the noise of the test room increases, the standard distance is getting 

shorter. The experiments show that the result of the test is reliable when the standard 

distance of test room is longer than 1/3 of the standard distance in the sound proof room.

The degree of hearing difficulty is expressed in the name of "mis-hearing rate," which 

indicates the proportion of the sum of hearing loss and mis-hearing to the tested words' 

number in percentage.

From the results obtained by the above described method, I could classify the patients 

into 5 categories according to the percentage of hearing loss: -

normal hearing, less than 5%; very slight difficulty, 5-10%; slight difficulty, 

20-30%; moderate difficulty, more than 50%; severe difficulty, 100%.


