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幼兎を対象にしたOraldiadochokinesis検査において，教示方法が結果に及ぼす影響と，どのような教示方法を

用いれば幼克の能力を引き出すことができるのかについて検討した。対象は 3議から s歳までの幼児45名であるo

教示法次の 3つの方法で実施したo 1. r /palをできるだけ速くストップと言うまで続けましょうリと口頭で指

示し，モデルを示す。 2.絵カードを被験者の前で 5秒間移動させ，その聞は/pa/の反復を続けるよう教示す

るo 3. 定っているとトが描いてある絵カードを提示し「走るみたいになるべく速く /palを続けましょう。」と教

示するc その結果，教示 1で検査が耳龍で為ったのは 4歳児以上であった。 3歳児も教示 2により 5秒関反復の

持続が可能になる児が多く認められたG また教示 3で悟入内の最多反復回数を示した児が最も多く認、められた。

幼見を対象に本検査を実施する場合，規覚的手がかりを用いることの有用性が示唆された。

キーワード:oral diadochokinesis検査，教示方法，幼兎，視覚的手がかり
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はじめに

E常の言語臨床でしばしば用いられている oral

diadochokinesis検査は，一定時間 (3--5秒)/pa/や

母膏などの単音節をなるべく速く繰り返し，その回数

を測定することにより構音器官の運動能力を評価しよ

うとするものである。本検査は手続きが比較的簡易で

あるため，幼児から或人まで言語障害の評錨・鑑別診

断など臨床の場で広く患いちれている検査である。近

年，言語聾害の早期発見がなされるようになち，幼児

を対象として種々の検査を行うことが多く， oral 

diadochokinesis検査もそのひとつである。対象が幼児

の場合，教示や手続きの違いにより検査の成否や結果

が大きく左右されることをしばしば経験する。すなわ

ち講音運動能力を評錨しているのか，言語理解力を評

価しているのか判断に迷うことも少なくない。言語障

害児の構膏運動能力に関する先行研究において，最年

少辻 4歳から 6歳の幼児を統申j群としているものも散

見されるが1)2)幻，いずれにも対象が幼児であること

に配慮した手続き，中でも具体的な教示についての記

述はみられないc 唯一安藤ら(1968)4)は3歳から 5歳

までの幼児を対象にして oraldiadochokinesis検査の

実施方法の検討を行い，一見単耗に見える発語器官の

交互運動速度を求めるにも，対象が幼児である場合に

は隷々な配慮と検討が必要であると述べている。しか

し，訪児に対してどのような実施方法が適切なのかと

いう具体的な方法の提起はなされていない由

そこで本研究においては以下の点を明らかにするこ

とをE的とする。

1.治児の場合，教示方法の違いにより， oral 

diadochokinesis検査の結果にどのような違いが生

ずるのか。

2.教示法の影響を受けるのは何議までか，換言すれ

l!'成人と同じ検査方法で検査が可能になるのは何豪

語、らか。

対象と研究方法

対象

保雪国，幼稚冨在菌中の 3歳4か月から 6歳 5か丹

までの幼児45名(担笹によち全体的な発達に開題がな

いと判断された児)を対象としたc なお各圏の障長，

担径の了解を得て検査および録音を実施した。対象児

の内訳を表 1，こ示す。

表 1 対象児

男捷 女抱 許
3識 5 7 12 
4議 5 5 10 
5歳 6 7 13 
6歳 5 5 10 
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留 1 Mot<r Speech Pro河erこより 5秒間切り出した
反復の波形の一例
注:この図では22.5医反復されている.

研究方法

検査方法(資料収集と計灘方法)

検査は各国で個関に行った。単音節/pa/をなるべく

速く 5秒間反復してもらい，それをSONYTCD・DlOO
を罵いてDATに録吾した。保育室での録音であったた

めかなり騒音レベルが高い場合もあった。

安調，IJ方法

反復菌数は録吾テープにより， Key社のMotor

Speech Profileを用いて I司自の/pa/の開始から 5秒

間を切り出し，その関の波形の数で計測した〈図 1) 0 

5秒自が波形の途中であった場合，ほほ%であれば

0.5とし，それ以下であれば最後の波形は除外し，均

以上であれば l田として許測した。波形が連続してい

たりノイズと複合して判裂が困難な場合は資料から除

外した。

教示方法

まず fこれからまねっこ遊びをしますc 同じことを

言ってみましょう o /pa/ J rそう。今度は/papapa/J
f上手だね。」と対象児の緊張をほぐしながら検査への

導入を図ったo その後つぎの三教示で検査を実施した。

教示 1: r /pa/をできるだけ速く(5秒間)ストップと

言うまで続けてくださいoJと口頭で指示する。

その後， r私がやってみますからね」と検者がほ

ぼ 4田/秒の速度で数秒間モデルを示した。

教示 2: r続けるJことを理解させるための手がかりを

用いて教示をおこなう c

「今度は，できるだけ速く(図 2の絵カードを

示して)この人がここに着くまでがん立って

/pa/を続けましょう。Jと教示し，被験児の反復

に合わせてカードを眼前で 5秒関移動させた。

教示 3: rできるだけ遠くJを理解させる手がかりを用

いて教示をおこなう a

rc国2の絵カードを示しながら)この人は歩
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図2 教示 2に用いた絵カード(コミュニケーショ
ン薄害車床研究グループ作部言語草11練用絵カード)
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函3 教示3に馬いた絵カード(コミュニケーショ
ン揮害臨床研究グループ作完封言語言持続用絵カード)

いているけど，この人はどうしてますか?Jと

霞 3の絵カード(走っている入の絵)を示すc

被検児が「走っているjと答えたら fそうです

ね000ちゃんも，この人のように一生懸命走

るように速く /pa/を続けて言ってみましょ

うJ と教示する s

検査は，教示 1， 2， 3の顛に 3試行ずつ行った。

原期として 3試行の平均を分析資料としたが 2試行

しか分析できなかった場合は 2試行の平均とした。ま

た 1試行のみの場合は分析資料から詮外した。

結果

1.反復持続について

各教示で 5秒間反復を持続することができ検査が或

立した比率を，年令ごとに示したのが図4であるc

教示 1で検査が成立した (5秒詞/pa/の反復を持続

できた)のは 3議児では12名中 2名にすぎなかったc

不成立であった見の反応の多くは/papallpapapaIの

ように 2~3 自反復するだけであったofストップと言

うまで続けてJと再震促しても改善はみられなかった。

4歳児以上になると教示 lで検査が或立する欝合はあ

がり 4歳児で10名中 9名 (90%)， 5議児で13名中11
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医5 各教示で個人内最多反復回数を示した人数

名 (81.6%)，6歳児で10名中 9名 (90%) となった。

4歳以上で検査が不成立で、あった克の反応は 3議児と

は異なり，ある程度の反復持続はできたが 5秒間持

続できなかったものであるむ

次に教示 2の結果をみると 3歳兎では教示 1で検

査が成立しなかった10名のうち 7名が教示 2で5秒間

の持続が可能になり検査が成立したo 4歳克 5歳児，

6歳児いずれもに教示 lで不或立であった全員が教示

2で5秒間の持続が可能になったむ但し 5歳児の 1名

は息継ぎがみられた。全体では教示 2で45名中42名，

93%が 5秒間持続することができた。

さらに教示 3の結果をみると 4歳以上では教示

2でひとたび、5秒関の持続が可能になると教示 3でも

持続が可能であった。しかし 3義克で詰教示 2で一旦

持続が可能になっても教示 3で再び持続できなくなる

児が認められたむ

2.教示方法と最多反復匝数との関係

各教示で対象克の儲入内最高値を示した人数を年令

別に示したのが国 5である。なおこのグラフでは，ひ

とつの教示で最多反復毘数を示した児のみを図示したG

教示 1で最多反復回数を示した 3義克は認められな

かった。 4議で 1名 5歳 6最で各 3名ずつであった。

教示 2で最多反復回数を示したのは 3歳児で 3名，

5歳s歳ともに 1名ずつであった。
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図7 教示方法と平均反復回数

表2 各教示における試行毎の反復回数

教示 1

1試行 2試行 3試行 1試行
3歳 15 16 13.8 14.4 

4歳 17.6 17.2 17.3 17.1 

5歳 20 19.4 19.5 19.9 

6歳 21 19.9 20.25 20.3 

教示 3で最多反復回数を示したのは 3歳児で 5名，

4歳5歳で 6名ずつ 6歳で 3名であったo

3歳 4歳では教示 1すなわち口頭による教示とモ

デルを示すだけで最高値を示す児はほとんど認められ

ないが 5歳 6歳と年令が上昇するにつれて増加し

ているo また， i続ける」という教示の理解に視覚的手

がかりを用いた教示 2で，最高値を示した児は 3歳児

で3名認められた。「なるべく速く Jという教示の理解

に視覚的手がかりを用いた教示 3で最高値を示したの

は4，5歳児に多く認められた。

3.年令と最多反復回数との関係

最多反復回数を年齢毎にみると 3歳児の最多反復

回数の平均は15.8回 4歳児は19.4回 5歳児は21.9 

回 6歳児は22.4回と年齢が進むにつれて反復回数が

増加する傾向が認められた。年令と最多反復回数の関

係を示したのが図 6である。回帰分析の結果，相関係

数は0.782で強い相関を示した。

4. 教示の違いが反復回数に及ぼす影響

年令別に各教示における反復回数の平均を図 7に示す。

各年齢ともに教示 1，教示 2，教示 3の間で有意差は

認められなかった。(分散分析)

5. I式行回数が反復回数に及ぼす影響

本検査において各教示ともに 3試行ずつ行ったが，

教示2 教示3

2試行 3詑行 1試行 2試行 3試行
14.4 15.8 13.6 14.8 15 

16.8 16 18.9 17.9 17.1 

19.6 20.4 21. 5 20.8 20.3 

19.6 19.6 21.4 20.9 19.9 

試行毎の結果を表2に示す。試行毎の結果に差は認め

られず，試行回数が反復回数に及ぼす影響は認められ

なかった。

考 察

oral diadochokinesis検査の i/pa/をできるだけ速く

( 5秒間)ストップと言うまで続けてください。」とい

う教示の中で，重要な部分は「できるだけ速く」と「続

けて下さい」の部分であると考えられる o iできるだけ

速く」ということは精一杯の速度で反復することを求

められているのであり， i続けて下さい。」というのは

一定時間休まずに持続することを求められていること

を理解する必要があるo そこでこの 2点の理解を促す

ために視覚的手がかりを用いた教示方法を試みた結果

について考察する。

1.反復持続について

「……ストップと言うまで続けて下さい。」という口

頭による指示と検査者のモデルという教示方法のみで

5秒間反復を持続することができたのは 3歳児では

12名中 2名とわずかであった。その要因として呼気持

続などの生理的要因と教示の理解の問題とが考えられ

るo 口頭による指示とモデルのみで反復が持続できな

かった児も，視覚的手がかりを用いた教示方法により

12名中 9名が反復を持続することが可能となった。こ
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のことから反復を持続できなかった要因は呼気持続そ

のものの開題というより，教示の理解の問題が大きく

影響していたと考えられる G また視覚的な手がかりは，

3義克にも「持続する」ということの理解を促す上で

有効であ号，低年齢児を対象にした検査を可能にし得

るひとつの方法であることが示唆された。しかし 3歳

児ではー呈 5秒間の持続が可能になっても条件が変わ

ればまた持続できなくをる克もあり，試行毎に教示を

行うなどの配慮が必要であると思われた。

一方4歳以上になると，口頭による指示とモデルの

みであ----90%の児が 5秒間持続することが可能であっ

た。このことより，成人を対象とした標準的な教示方

法で検査が可能な年令辻 4議以降であることが検証さ

れた。

2. 反復回数について

「できるだけ速く jという教示の理解について検討す

るために，どの教示で個人内の最多反復回数を示した

のかについて分析した。その結果 6歳では口頭指示

とモデルのみという教示 lで最高値を示した克は 3名

で，教示 1だけでなくその飽の教示でも同様の最高値

を示した人数も合わせると 6名であった。すなわち 6

義克においても口頭指示とモデルだけで「できるだけ

速く jという教示の理解が可能であったのは60%にす

ぎなかった。また年令が低くなるにつれ教示 lで最多

反復回数を示した克の数は減少していることから，幼

児を対象とする場合は，口頭による指示とモデルのみ

で各対象鬼の最大能力を発揮させることの国難きが窺

われた。

fできるだけ速く jということを理解させることを意

図して「走る」絵を用いる教示 3で 3，4， 5歳と

もに最多反復回数を示す児の数が最も多かったD 特に

4歳見でこの傾向は顕著であった。また 8義見におい

ても 3名が教示 3で最高笹を示していた。この最高

植が各対象児の最大能力か否かについてはさらに検証

が必要で、あるが，少なくとも口頭による教示やモデル

のみよりも視覚的手がかりを用いることがより能力を

発揮させることに寄与していると考えられるo 本検査

は教示の性雲上教示 1，2， 3と一定の頼序で実施し

たa そのため練習効果について検証しておく必要があ

るが，各試行毎の結果iこ差がなかったことから，教示

3で最多反復毘数を示した要因は試行を重ねることに

よる練習効果によるものではなく教示方法によるもの

と考えられた。

次iこ，各年齢別に教示の違いが平均反復回数に及ぼ

す影響をみると 4議以上では教示 3が他に比べやや

多いものの有意差は認められなかった。しかし教示 1

と教示 3との反復回数の差が3回以上であった児が5

名おり，内 I名は 7回の差が認められた。平均値では
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教示による影響は無いように見受けられたが，個別的

にみると教示の影響を大きく受ける児が存在すること

を示していると考えられるc これらのことから，葎害

足の場合，教示の影響を受けやすいことは容易に推察

される G 臨床では対象となる子どもの最大能力をいか

に引き出し評倍し得るかということが重要であり，今

回の健常見を対象とした結果からも教示方法への配慮

の重要性が確認された。

また教示 2でいずれの年令においてもわずかに反復

回数が減少した。教示 2は反復の持続を意図して被検

児の前で絵カードが動いている関は反復を持続するよ

う求める教示方法である。検査中の観察や結果から絵

カードの動く速度が反復速度に影響を及ぼしたことが

原因として誰察される O 絵カードなど視覚的手がかり

を用いる際には，注意を要することが示唆された。

年令の増加にともない反復回数が増加し，年令と最

多反復回数との隠で相関が認められた。このことは何

を意味するので為ろうか。 Baken(1987) 5)は詰抗する

筋の収績の素早い反復を遂行する能力は，運動神経系

の成熟と統合の適切性を反映していると述べているD

また Yorkston(1999) 6)は， oral diadochokinesis検査を

構音器官の c∞rdinationの指標のひとつとして捉えて

いるo このことから 4歳から 6歳にかけての幼児では，

構音に関与する運動神経系の或熟が進み， coordination 

が熟達していくことが考えられる D この構音に関与す

る運動神経系の成熟は， J思春期に至るまで継続すると

言われており(玄関t，1976) 7). 今後さらに学童期から

思春期まで検証していくことが必要であるc 今回の検

査において，速度を意識すると反復のリズムが乱れる

児も認められ，今後ワズムの安定性も弊せて検討する

ことが coordinationの熟達という傭面から必要である

と考えられる o

まとめ

以上の結果から 4歳児以上では成人と同様のoral

diadochokinesis検査の標準的な教示方法により検査が

可能になることが明らかとなった。しかし 3歳から e
患の幼児においては，口頭指示とモデルのみで最大能

力を評錨することは困難であり，絵カードなどの視覚

的手がかりを用いることにより，之さ児の最大能力を引

き出す可能性が示唆された白
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Instructive method of oral diadochokinesis test 

for pre-school children 

Kazuko YAMASAKI Mitsuko SHINDO Fumi TAMAI 

Department of Communication Sciences and Disorders， Hiroshima Prefectural College of Health Sciences 

Abstract 

In an oral diadochokinesis test for children， we studied the influences of the instructive method on results and by 

what instructive method children attaIn maximum ability. 45 children from 3 to 6 years old were enrolled in the study 

as subjects. The instructive method was performed sequentially under three di茸'erentconditions. Instruction 1: Sl出Ijectsare 

instructed to "repeat performing IpaJ as fast as possible until instructed to stop" and are then shown a model. Instruction 

2: a card with a picture is予assedin front of the sぬ~ects and they are instructed to continue to repeat IpaJ during the time 

the card is passed 加をontof them. Instruction 3: subjects are shown a card on which a picture of a running person is 

drawn and instructed to n continue予erformingIpaJ as fast as possible as if running." Results of出etest showed that出e

subjects who could sustainめlyperform for 5 secondsるyInstruction 1 were elder than 4・yearsold. It was noted出atamong 

the 3・years-oldsubjects there were some children who could perform sustainedly for 5 seconds by Instruction 2. In 

Instruction 3， attaining the highest scoresちythe subjec臼 wasmost frequently observed. We therefore conclude that the 

visual cue was useful for初 oraldiadochokinesis test for pre-sc註001children. 

Key words : ora1 diadochokinesis test， pre-school children， instructive method， visual cue 
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