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健常者の音読速度と速度調節の方略

一予備的検討-

小津由嗣武内和弘城本 修
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広島県立保健福祉短期大学言語聴覚療法学科

健常者 20名に文章を音読させ，音読速度と，音読速度調節の際に用いる方略を調べたu 音読は，通常，

ゆっくり，できるだけ速くの 3種の速度で行うよう指示した口健常者の平均音読速度は通常の速度で，

:~60. 6モーラ/分， 3:35.0音節/分， 89.8文節/分で、あったO ゆっくりと音読した場合には，通常速度の場合

より，文全体に占める発話時間の割合が減少し休止時間の割合が増加した。できるだけ速く音読した場

合には，通常速度の場合より，文全体に占める発話時間の割合が増加し，休止時間の割合が減少した。発

話時間，休止時間の各々をみると，ゆっくりと音読した場合にも，できるだけ速く音読した場合にも，発

話時間に比べ，休止時間の変化率が高かった。健常者は，構音運動自体よりも休止時間の増減により，発

話速度の調節を行っていることが示唆された。

キーワード:音読速度，発話速度調節，発話速度調節の方略，言語障害，構音障害
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はじめに

発話速度は，話者の話しことばの特徴や個性を

決定づける要因の一つである。そのため言語障害

を来した患者で、は，主訴に「以前のように早く話

せなしリことをはじめとして，発話速度の変化を

訴えるものが少なくない。一方，言語障害の臨床

では，発話速度の評価は定性的な記述に留まるこ

とが多く，客観的で正確な計測と，評価基準の確

立が望まれる。 dysarthria (ディスアースリア，

構音障害)および言語障害の治療においては，患

者の発話速度を調節することにより，発話の改善

を図る技法が用いられており，その効果が報告さ

れているが 1-4) 効果の般化 carryoverが乏し

いことや，自然なプロソディー (prosody，韻

律)が損なわれるなどの問題点も指摘されている

2) ， 4)。本研究では，発話速度の評価と発話速度

の調節方法に関する予備的検討として，健常者の

音読速度の測定および健常者が音読速度を調節す

る際に採用する方略について実験を行った。

方法

1 .対象

日本語を母語とする健常女性 20名(18歳'"'""'20

歳，平均年齢 18.5歳)を対象に実験を行ったO

2. 音声資料

被験者に，言語障害の検査に広く用いられてい

る文章である「北風と太陽」を音読してもらい，

カセットテープレコーダ (SONY，TC-D5M)で録音

した。音読は 4回試行し， 1. 2回目は，通常の

速度で音読するよう指示し， 3回目はゆっくりと

した速度で， 4回目はできるだけ速い速度で音読

するよう指示した。 1回目の試行は，音読の練習

を意図して行ったが，被験者にはその趣旨は伝え

なかったo 1. 2回目の通常の速度および 3回目

のゆっくりした速度については，それ以上の指示

はせず，速さの程度の選択は被験者に任せた。

実験 1

録音した音声資料のうち， 2回目， 3回目， 4 

回目の音声資料を，音響分析装置 Computerized

Speech Laboratory (Kay Elemetrics ネ土， Model 

4300B)に入力し，画面上に表示させた音声波形か

ら，各試行ごとに，音読に要した時間を計測した。

音読に要した時間と，文章全体の総モーラ

(mora)数，総音節数，総文節数から， 1分間あ

たりに音読されたモーラ数，音節数，文節数を

各々の試行について算出した。

実験2
健常者がどのように発話速度を調節しているか

を知るための予備検討として， 1文の音読を，実

際に構音運動が行われている発話部分と休止部分

の 2つに大きく分けて，発話速度の変更を指示し

た場合に生じる変化を調べた。今回の実験では，

「北風と太陽Jの音読資料から旅人は/外套

を/ぴったり/からだに/巻きつけましたJ Uは

文節区切り)という l文を抜き出して，その音声

A Pl B P2 C P3 D P4 E 

A:旅人は B:外套を C:ぴったり 0:からだに E:巻きつけました

P 1 -4 :休止部
図1 音声波形の分節化

文音読サンプルの音声波形の分節を行い、発話部分 (A-E)と休止部分 (pト

4)の持続時間を計測した。
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「北風と太陽Jの文章中の総モーラ数は 225

モーラ，総音節数は 209音節，総文節数は 56文

節で、あったので，通常の速度で読むように指示し

た場合には，平均 360.6::t25. 3モーラ/分， 335.0 
::t 23. 5音節/分， 89. 8::t6. 3文節/分の速度となっ

た。同様にゆっくりJと指示した場合につい

て計算すると，平均 292.3 ::t 28. 2モーラ/分，

271. 5土26.2音節/分， 72. 8::t 7. 0文節/分で，

「速く Jと指示した場合には，平均 439.9士27.2

モーラ/分， 408.6士25.3音節/分， 109.5::t6.8文

節/分の速度となった(表 1) 0 rゆっくり Jど

指示した場合の速度は，通常の 81.3%の速度，

「速く j と指示した場合には，通常の 122.4%の
速度で、あった。
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波形の分節を行い，発話部分と休止部分の総持続

時間および文全体の音読所要時間を計測した。分

析は， 2回目， 3回目， 4回目の各試行を対象と

した。音声波形の分節は，音声波形と同期表示さ

せたサウンドスペクトログラムの視察により行し、

(図1)，正確さを期すために，音声を再生して

確認しながら行ったO

1 .実験 1

通常の速度で読むように指示した場合に北

風と太陽Jの音読に要した時間(総所要時間)は

平均 37.6::t2. 6秒で、あったO 被験者中，最も長い

所要時間(最大所要時間)は 41.5秒で，最も短

い所要時間(最小所要時間)は 32.2秒で、あったO

「ゆっくり」とした速度で読むように指示した場

合の総所要時間は平均 46.6::t4. 3秒で，最大所要

時間は 53.8秒，最小所要時間は 36.3秒で，通常

の速度の場合に比べて，所要時間のばらつきが大

きかったできるだけ速く J読むよう指示した

場合の総所要時間は平均 30.8士2.0秒で，最大所

要時間は 35.8秒，最小所要時間は 27.7秒で，指

示した 3種類の速度の中で，最もばらつきが小さ

かった(図 2) 0 rゆっくり」と指示した場合の

平均総所要時間は，通常の速度を指示した場合よ

りも有意に長く (pく0.01)，速く Jと指示した

場合も通常の速度より有意に短かった (pく0.01)。

結果

30 

通常

音畿速度

図2 音読速度別にみた総音読所要時間

f通常j および fia!く j 音読した場合に比べゆっくわ j 音読した場合には，被験者間のばら

つきが若干大きかったゆっくりJ音続した場合の級小値および「速く j 音読した場合の厳大

値は，通常の速度の分布範囲内にあった.

速くゆっくり

25 

f~t風と太陽J の音読速度

ゆっくり 通常

360.6::1: 25.3 

表1

速く

439.9土27.2

408.6土25.3335.0::1: 23.5 

292.3土28.2

271.5士26.2

72.8土7.0

音読速度

平均モーラ数(/分)

平均音節数(/分)

平均文節数(/分)

通常速度との比率(%)

109.5::1:6.8 89.8:t6.3 

122.4 100 81.3 

文音読における総所要時間と発話および休止時間

ゆっくり 通常

3.69土.48 3.08土.23

速く

2.71士.20

88.2 

2.57土.20

100 

2.89土.23

0.19土.07

119.8 

3.30土.33

0.39土.22

平均総所要時間(秒)

通常速度との比率(%)

平均総発話時間(秒)

平均総ポーズ時間(秒)
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2. 実験2

実験2の結果を表2に示した。

「ゆっくりJと指示した場合に文全体の音読に要

する時間は平均 3.69:::!:::0.48秒で，通常の平均

119.8%，速く」と指示した場合には平均 2.71 

:::!:::0.2秒で，通常の平均 88.2%の速度で、あったO

通常の速度で読んだ場合に文全体の音読に要する

時間とゆっくり Jと指示した場合および「速

くJと指示した場合に要する時間の聞には，各々

有意差が認められた (pく0.01) 0 文全体における

発話している部分の総持続時間(総発話時間)は，

「ゆっくり Jと指示した場合には平均 3.3:::!:::O. 33 

秒速く j ど指示した場合には 2.57士0.2秒で，

文全体における休止部分の総持続時間(総休止時

間)はゆっくり Jと指示した場合には平均

O. 39:::!:::0. 22秒速く Jと指示した場合には平

均 O.14:::!:::O. 04秒で、あった。平均総発話時間につ

いても平均総休止時間についても，通常の速度と，

「ゆっくり j および「速く j と指示した場合との

聞に有意差がみられた (pく0.01)。文全体に占め

る総発話時聞と総休止時間の割合は，通常の速度

では，平均総発話時間は文全体の 93.8%を占め，

平均総休止時間は 6.2%であった。 rゆっくり」

と指示した場合は，平均総発話時間は文全体の

89. 7%，平均総休止時間は 10.:問で，通常の速度

よりも，休止部分の占める割合が高かったの 「速

くJと指示した場合には，平均総発話時間は文全

体の 94.7%，平均総休止時聞は 5.~~%となり，通常

の速度よりも，休止部分の割合が若干低くなって

いた(図 :3) G 

音 ゆっくり

続

速

度

通常

速く

は，総発話時間は通常の速度の平均 89.1%

(10.9%減) ，総休止時間は平均 80.2% (19.8% 

減)で、あった(図 4)0 

-50 

「ゆっくりJ

一19.8

。 50 

増減率

100 

図4 文音読速度と発話および休止時間の増減率

(通常速度との比較)

150 
(%) 

「ゆっくりJ音読した場合にも速く」音読した場合にも，発話時間に比べ，ポーズ時

間の変化現Zが高かった.

考察

本研究の目的は，健常者の発話速度ι発話速

度の調節のストラテジーについて検索することで

あるが，本研究の動機となった臨床的な関心は，

次の 2点にまとめられるι すなわち(1)健常者

の発話速度とその範囲等，言語障害患者の発話速

度を評価する際に必要な基礎資料を得るとともに，

速度をどのような単位で記述するのが適当か{

(2) 言語治療では，発話明瞭度を改善させる目

的で，患者に「より，ゆっくり話すJょう助言す

ることがあるが，一般的にゆっくり話す」と

は， どういうことであると捉えられているか心つ

まり速度の調節を指示した場合に，調節する範囲

と，何をどのように調節するか，である。以下こ

の点に沿って考察する。

1 .発話速度の測定
80 85 90 

文全体に占める劃合

95 100 
(%) 

発話速度は，イントネーションやアクセントな

どと並んで，発話のプロソディーのー側面であり

5 -';)発話の内容の聞き取りやすさに影響を与え

る要素と考えられている 8-9) 発話速度の変化は，

発話器官の運動障害だけでなく，吃音や失語症な

ど様々な言語症状に随伴してみられる。そのため，

発話速度の測定は，言語障害の鑑別評価における

主要な検査と考えられている 5)。

図3 文官続速度と文全体に占める発話および休止時間の劃合

「ゆっくり」音続した場合には，通常速度の場合に比べ，発話時間が減少し，ポーズ時間

が増加した速くJ膏続した場合には，通常速度の場合に比べ，発話時間が増加し，ポ

ーズ時聞が減少した.

次に発話速度を調節した場合に，総発話時間，

総休止時間が実際にどれくらい増減したかを，

各々について調べるとゆっくり Jと指示した

場合に，総発話時聞は通常の速度の平均 114.2%

(通常速度の 14.2%増) ，総休止時間は平均

213.6%の長さ(113.6%増)となり，総休止時間の

増加が顕著で、あった。 r速く Jと指示した場合に

Williams ら5)は，発話速度の測定法として，

自発話および音読の速度を測定する際の手続きを

記している。これによれば， 1分間あたりの音読

速度は，音読した文章の総語数を音読所要時間

(秒)で害IJり， 60倍することにより算出するc

この 1分間あたりの語数 (wordper minute) の

他に， 1分間あたりの音節数を求める方法もある

が，英語圏で発表された論文で、は， 1分間あたり
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の語数を採用しているものが多し、 1-3)，10)。

日本語に関しては， 日本音声言語医学会の運動障

害性(麻庫性)構音障害 dysarthriaの検査法

(試案)11)に，発話速度の項目が含まれている。

これは特定の文章を音読させて総所要時間を計測

するもので，普通の速度，安全速度(遅くなって

もいし1から正確に読むよう指示)，できるだけ速

い速度の3試行をすることになっている。判定基

準は具体的には示されていないが，健常者の普通

の速度と最高速度を得ておき判断することとして

いる。

日本語話者の発話速度に関する報告では，小学

校6年生に文章を音読させた実験から， 320'"'-'370 

音節/分が標準的とするもの 8)や，最近の日本語

ニュース放送の発話速度は， 320'"'-'560モーラ/分

程度9) とするもの， 300字台後半から400字/分前

後山とするものがある。このように日本語では，

1分間あたりの音節数，モーラ数，場合によって

文字数で発話速度を表すことが多く，英語のよう

に語を単位として発話速度を計測した報告は少な

いが，田口 8) が指摘するように， 日本語と外国語

では，音韻体系が異なるので， 日本語の発話速度

を測定するのに適切な単位が検討されるべきであ

るU

本研究では，文章全体を音読するのに要した時

間を計測し分間あたりのモーラ数，音節数，

文節数を算出した。通常の速度で読むように指示

した場合には，平均 360.6モーラ/分， :~35 音節/

分で，最も遅い被験者で 3250 ~~モーラ/分，

302.2音節/分，最も速い被験者で ι19.7モーラ/

分， 389.8音節/分であったので，ほぼこれまで

の報告の範囲内にあったことになる口

特定の文章を用いるのであれば，総音読所要時

間をそのまま音読速度としても，速さの程度を把

握するには概ね十分なことが多いと思われる「 し

かし，特定の文章を用いることができなかったり，

特定の文章では，読み慣れによる問題2)などが生

じる可能性もある。また臨床的には，音読と自発

話における速度差など，モダリティー modality 

聞の差が問題となることもあるため，単位時間あ

たりのモーラ数，音節数などのような一般的な基

準を用いる方が比較が可能になり便利であろう。

この場合，重症度を判定したり，訓練の効果を調

べる目的では，文節を単位とするよりも，量的に

多くなるモーラや音節を単位とする方が，症例の

状態を敏感にとらえることができるかもしれない。

日本語は「モーラ基準の言語 (mora-timed lan 

guage) Jと言われており凶，各モーラの等時性

が，概念的には速度を表すのに好都合と思われ，

その意味でもやはりモーラを用いるのが適当なの

かもしれない。今後，各々の単位の長所および短

所や，臨床上の有用性を考慮に入れて，適切な発

話速度の単位を検討したい。
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2.発話速度の調節

本研究の結果ではゆっくりJ音読するよう

指示した場合には通常の平均81.3%の速度となり，

「速く J音読するよう指示した場合には通常の平

均122.4%の速度となっていた。それぞれの速度に

おける分布は図2のようになりゆっくり」と

「速く Jの分布範囲は互いに重なることはないが，

「ゆっくり Jの速度における最小値速く j の

速度における最大値は，通常の速度の分布範囲内

にあったO 各速度の値の標準偏差を比べると，通

常の速度で士2.6，速く Jで士2.0で、あったのに

対してゆっくり」の速度では士4.3で，ぱら

つきが若干大きかった。 r通常Jおよび「速く J
音読するよう指示した場合に比べゆっくり J

と指示した場合には，その調節の幅が被験者間で

異なる傾向があることを示唆している。同一被験

者内の変動についても検討する必要があろう。

次に健常者が発話速度の調節をする際には，何

をどのように変化させているのかを実験 2の結果

をもとに考えてみたい。分析の対象とした 5文節

からなる l文を音読するのに要した時間を速度問

で比べるとゆっくり Jど指示した場合には，

通常の速度の平均 119.8%，速く j と指示した

場合には通常の速度の 88.2%となっていた円同様

に「北風と太陽」の文章全体を音読するのに要し

た時間について計算するとゆっくり j と指示

した場合は通常の 12:3.8%，速く Jと指示した

場合は通常の 81.9%となり，若干の違いがあるc

文章の場合，文と文の聞に休止が置かれるため，

この休止の有無の影響が推察されるが 2) この違

いの原因に関しては，今後他の文についても分析

した上で、検番「するこどにしたい。し、ずれにしても，

対象とした文においては，通常の速度で音読した

場合に要した時間の平均とゆっくり j と指示

した場合および「速く Jと指示した場合に要した

時間の平均との聞に有意な差が認められていたJ

そこで，この文を対象に発話速度の調節に関して

検討することにした。

発話は，発話器官が実際に構音運動を行ってい

る部分と，構音運動を休止している部分の 2つに

大きく分離できる。本研究では前者を発話時間，

後者を休止時聞として計測し，話者による速度調

節との関連を調べることにより，速度調節の方法

を大まかに捉えることができるのではないかと考

えた。

文全体に占める平均総発話時間と平均総休止時

間の割合を速度間で比べるとゆっくり Jと指

示した場合には，通常速度の場合よりも平均総発

話時間の割合が減少，すなわち平均総休止時間の

割合が増加し速く」と指示した場合には平均

総発話時間の割合が増加，平均総休止時間の割合

が減少する傾向があることがわかったむ総発話時

間と総休止時間が実際にどの程度増減したかを調
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べるために，総発話時間，総休止時間の各々につ

き，速度間で実測値を比較すると，総発話時間は

「ゆっくり」と指示した場合に通常の速度の平均

114.2%，速く Jと指示した場合には平均 89.1%

で、あったのに対して，総休止時間は「ゆっくり J

と指示した場合に通常の速度の平均 213.6%と顕

著に延長しており速く Jと指示した場合でも

通常の速度の平均 80.2%と総発話時間よりも変化

率が高かった。この結果から，健常者では，音読

速度の調節の際に構音運動速度と休止の双方を変

化させているものの，構音運動自体よりも，主と

して休止時間の増減によって調節するストラテ

ジーを用いていることが予測される。発話速度の

調節方法にはいくつかのパターンが考えられるが，

通常の速度調節は，おそらく構音の正確さと発話

の自然さを一定のレベル以上に保持しつつ行われ

ているのではないだろうか。そうだとすれば，正

確さと自然さという 2つの制約から，構音運動の

可変性はある範囲に収まらざるをえず，一方，休

止時間は弾力的 elasticl5
)で，可変性が高いと考

えることができる。今後は，他の年齢層の発話サ

ンプルについても分析し，本研究の結果を確認す

るとともに，発話部分すなわち構音運動の速度調

節が音響学的にどのような質的変化を生じさせて

いるかについても検討したい。

言語治療への示唆

dysarthria患者の言語治療では，発話器官の

運動障害を補うために速度調節の技法が適用され

ることが多い。発話速度を調節して，十分な範囲

の運動と協調運動を行う時間的余裕を確保するこ

とにより，構音の正確さと発話の明瞭さを高める

効果があると考えられているためである16) 手の

指を折りながら，あるいはタッピングに合わせて，

ことばをモーラごとに区切って言う方法や，メト

ロノームの音に合わせて言う方法，板を等間隔に

仕切った拍子板 (pacingboard) を， 目標とする

単語や音節を言う時に，左から右に順番に叩く方
法が用いられているが4)，16) これらの方法では，

患者に最も適切な速度を提示することが困難で

あったり，自然なプロソディーを損なうという問
題点が指摘されている 2)，4)。患者の発話速度を

客観的に測定し，目標となる調節速度を，発話の

明瞭さと自然さが最も高くなるよう慎重に選択し

た上で，患者にわかりやすい形で外部から提示す

る方法が模索される必要がある。患者側の要因と

しての構音の正確さの改善は，運動機能の障害と

自然さの保持とし、う制約から限界が予測される。

一方で，休止の挿入が聞き手の理解度を改善する

としづ報告17)や，本研究において自然な速度調節

における休止部の役割が示唆されたことから，聞

き手側の要因としての理解度や自然さは，休止の

効果的な利用によって，さらに改善できる可能性

がある。

結論

健常者 20名に f北風と太陽Jを音読させた時

の音読速度と，ゆっくりとした速度およびできる

だけ速い速度で音読するよう指示した際に，被験

者が用いる速度調節の方法を調べ，以下の結果を

得た。

( 1 )健常者の平均音読速度は，通常， 360.6 

モーラ/分， 335.0音節/分， 89.8文節/分で

あった。

(2) ゆっくりと音読した場合には，平均音読速

度は 292.3モーラ/分， 271. 5音節/分， 72.8文

節/分で，通常の 81.3%の速度であった。でき

るだけ速く音読した場合の平均音読速度は，

439.9モーラ/分， 408.6音節/分， 109.5文節/

分で，通常の 122.4%の速度で、あった。

(3 )ゆっくりと音読した場合には，通常速度の

場合よりも文全体に占める発話時間の割合が減

少し，休止時間の割合が増加した。できるだけ

速く音読した場合には，通常速度の場合より，

文全体に占める発話時間の割合が増加し，休止

時間の割合が減少する傾向があった。

(4 )発話時間，休止時間の各々につき，速度問

で実測値を比較すると，発話時間は，ゆっくり

と音読した場合には通常の速度の平均 114.2%，

できるだけ速く音読した場合には平均 89.1%で

あった。休止時間は，ゆっくりと音読した場合

に通常の速度の平均 213.6%と顕著に延長して

おり，できるだけ速く音読した場合でも通常の

速度の平均 80.2%となり，発話時間よりも休止

時間の変化率が高かったO

(5 )健常者が発話速度の調節をする際には，構

音運動速度と休止の双方を変化させているが，

構音運動自体よりも休止時間の増減により，調

節を行うストラテジーを用いていることが示唆

された。
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The oral reading rates and the rate control strategies 
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Abstract 

The purpose of th1s study is to investigate 01'<11 rc出 lingrates and rate contrc汁 stratc'日ie日

in normal speakers. In experimcnt 1， the subjects werc instructじdto rcad a story “Kitakazc 

to taiyo" ， commonly used in c] inicaI cxmninaUon in 、lapan，under three cond i t i ons: 1'or thc 

first and second trials in the h孔hitua1γate of cach subject， 1'or the third in one' s slow rate， 

and 1'01' the 1'ou:rth i n one' s fastest rate. The ovcr孔 LJ read ing r孔teswel'e rcprescn ted as thc 

numhcr of morae， syIlables， and scntcnce segmcnts (hunsctsu in japancse) pcr minutc. The mean 

habitual reading rate was :360.6 morae/min.， :~:35. 0 syll<lb1cs/min.， HY. H bunsctsu/min. fn cx 

pe1'iment 2， One sentencc， extracted fγom the same materials as expcriment 1， was s正当~mented to 

two domains:speaking and pause periods to examinc ratじ controlstratcgics. In theぉlowrc孔ding

mode， whi 1e thc speaking duration time was decreased， the pau只cduration time was increased. 

In the rapid mode， while thc speaking duration time was increased， the pause dur孔tiontime w代S

dccreased. Concerning thc changes of the spcaking duration time and the pause duration time 

respectively， the pause duration time was markedly changed compared to the speaking duration 

time in both slow and rapid mode. The results suggested the speech rate contro1 adopted more 

flcxihle temporal adjustment during the pause period than the articulately movement itself in 

normal Japanese speakers. 

Key words oral reading rate， speech rate contro1， speech rate contro1 strategies， 

speech-language disorders， dysarthri礼
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