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吃音児の発語運動能力の検討

山 崎 和 子 城本修 小津由嗣

広島県立保健福祉短期大学言語聴覚療法学科

抄 録

吃音児4名 (7 歳~9 歳11 ヵ月)を対象に， oral diadochokinesis検査を実施し，発語運動能力の評価を行っ

た。回数(運動速度)，変動率(運動の安定性)，および時間的変動を指標として分析した。その結果，非吃音

児に比べ，運動の回数には差はみられなかったが，運動の変動率については，非吃音児に比べ吃音児の方が高

い傾向が認められた。特に吃症状が持続している症例にその傾向が顕著であった。また 時間的変動に関して

は一定の傾向は認められなかった。発語運動能力の評価には運動速度と安定性の両面からの評価が必要である

ことが示唆された。
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はじめに

吃音の原因については，長年にわたり様々な研究が

行われてきた。親子関係を始めとする心理的要因，発

語に関与する神経学的能力を始めとする生理的要因，

およびその相互作用と，様々な議論がなされてきてい

るが，未だ決定的な要因は明らかにはなっていない。

様々な要因が複雑に作用していると考えられる吃音

をPrinsl)は， impairment (機能障害). disa bili ty (能

力障害)・ handicap (ハンデイキャップ)の 3つのレ

ベルの概念モデルで説明している(図 1) 0 機能障害

のレベルでは，吃音の背景に何らかの欠陥 (deficit)

を想定している O その欠陥は発話のプロセスに動揺を

生じさせやすい。話者はこの発話のプロセスの動揺に

対し，何らかの調節を行うため，機能障害のレベルで

は，まだ表面的には「非流暢」あるいは「吃音」とは

認識されない。しかし発話プロセスにおける動揺は流

暢性を損ないやすく，話者はそれを修正しようとする O

その修正反応の仕方を誤ることにより，開き手に吃音

あるいは非流暢と知覚されるようになり，能力障害の

レベルへと進展していくと考えられる o Prinsは「吃

音」を，何らかの欠陥を背景にした発話プロセスの動

揺に対する，誤った修正反応であると考えている O 彼

は背景にある欠陥として， linguistic formulation (言

語形式化)と motorcontrol (運動コントロール)を

あげている o linguistic formulationとは「意味的・統

語的表示，語葉選択・組立，音韻的表示jなどを意味

している O またmotorcon trolとは「運動の企画・プ

ログラミング，実行Jを内容としている O

本研究では，発語を「実行Jするための「発語運動能

力」について検討する O

構音器官の運動能力の評価法に， oral diadochokinesis 

(構音器官の交互反復運動)検査がある O この検査は，

口唇および舌のすばやい交互反復運動により「パJ

「タJrカJをできるだけ速く言ってもらい，速度，構

音の乱れ，リズムの乱れ等から，運動能力を評価しよ

うとするものである o 1930年~1940年代の先行研究

i-:nでは，成人の吃音者を対象に，構音器官の運動能

力を評価のために， oral diadochokinesis検査を実施

している O その結果 成人吃音者の交互反復運動速度

は，非吃音者と比較して，差はみられないという結果

でほぼ一致している O しかし，これらの結果は回数の

みを指標としたものであった。

また， oral diadochokinesis検査は，実施手続きが

簡便であり，幼児にも負担をかけずに検査を行うこと

が可能であるが，吃音幼児を対象に本検査を実施した

ものは見受けられない。

一方，吃音幼児に対しては，吃音への自覚のない時

期に意識させることは悪化させる恐れがあると，発語
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図 1 発話非流暢性・吃音概念モデル
(Prins. 1991.大橋佳子訳.1996)

に対して直接的に指導を行うことは避けられてきた。

しかし，最近では「吃音児に対して， oral motor skil 

(発話運動スキル)の訓練を行うことにより，吃音を

減少させることが可能である」とRiley'jlらは主張して

いる O 彼らは，治療効果の評価の指標として，音声反

応時間， V oice Onset Time (破裂音における，構音

器官の閉鎖の開始から声帯振動の開始までの時間)， 

子音から母音への変移時間を用いており，発話運動ス

キルの訓練により これらの指標に改善が認められた

と報告している O しかし，まだ小児を対象に発話運動

能力を測定した先行研究の数は少なく，また結果が必

ずしも一致しているとは言えない (Conture")) 0 

そこで本研究では，幼児期に相談に訪れた吃音児の

追跡調査の一環としてoraldiadochokinesis検査を実

施し，吃音児の発語運動能力について検討することを

目的とする O

方法

1.対象

幼児期に吃音を主訴に相談に訪れ，その経過を追跡

調査してきた吃音児 8名のうち，検査の了解が得られ

た4名(7 歳 0 ヵ月 ~9 歳11 ヵ月)を対象とした。対

象児の一覧を表 1に示す。なお，非吃音児12名(6歳

4 ヵ月 ~10歳 1 ヵ月)を統制群とした。
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2.方 法

(1) oral diadochokinesis検査

検査は/pa//ta/ /ka/の各音節についてそれぞ

れ5秒間行った。 Iこれからなるべく速く『パパ

パ. . . jと言って下さい。 rよーい，始めjと

言ってから『終わりJと言うまで一息でがんばっ

て続けて下さい。」と教示し 検査者がモデルを

示した後，検査を実施した。教示が理解されるま

で 1回~数回の練習を行った。録音には， SONY 

TCD-D10テープレコーダーを使用した。分析に

はKAY社の音声分析用ソフトウェアMotorSpeech 

Profileを用いた。

表 1 対象症例の概要

性別 検査時年齢 発吃年齢
吃症状の経過

症例 (検査時の吃頻度)

症例l女 9歳11ヵ月 2歳直前 軽減 (0/100文節)

症例2女 8歳4ヵ月 不明 持続 (11/100文節)

症例3 男 7歳3ヵ月 2歳6ヵ月頃 持続 (6/100文節)

症例4 女 7歳0ヵ月 2歳0ヵ月 軽減 (01100文節)

* (非吃音群 :6歳4ヶ月 -10歳1ヶ月，女児8名男児4名言十12名)

(2)分析の指標

ア 反復回数 5秒間の l秒あたりの平均反復回

数を求めた。回数は，発話運動速度に相当する O

イ 変動率 変動率とは ここでは便宜的に子

音のburst部分の始まりから次のburst音s分の始

まりまでを計測し その平均間隔時間で標準偏

差を割ったものとし 5秒間の変動率を求めた

(変動率=間隔時間の標準偏差÷平均間隔時間)。

変動率の高さは，発語運動の不安定さの指標と

考えられる o (図 2) 

ウ 継時的変動発語運動の不安定さについて，

さらに詳細に検討したO 各症例の発語運動が，

5秒間で継時的にどのように変化していくのか

について検討するために 1秒毎の平均間隔時

間の，継時的変動を求めた。

アおよびイについては 吃音群と統制群(非吃

音群)との比較検討を行った。ウについては，吃

音群についてのみ検討した。

Ip a p a ・ ω ・ /

図2 変動率の分析方法
変動率=標準偏差÷平均間隔時間Xl00
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(3)吃症状

吃症状については 日本音声言語医学会吃音小

委員会の吃音検査の一部を用いて評価した。すな

わち，情景画や連続絵，絵カードの文章による説

明および自由会話を行い その発話100文節中の

吃音が生起した回数で評価した。各症例の吃症状

を表 1~こ示す。

結果

1.反復回数

/pa/の平均反復回数は吃音群5.2回/sec，統制

群4.9回/sec，/ta/は吃音群5.2回/sec，統制群5.

l回/sec，/ka/は吃音群5.6回/sec，統制群4.9回/

secで、あった。いずれの音節においても吃音群と

統制群との問に有意差はなかったo 図3) 
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図 3 oral diadochokinesis検査における
1秒間の平均反復回数

2.変動率

吃音群の変動率は/pa//ta/ /ka/のいずれの音

節においても，非吃音群に比べ高い傾向にあった。

/pa/と/ka/については有意差がみられなかった

が， /ta/は5%水準で有意差が認められた(マン

ホイットニ-u検定)0 

非吃音群の変動率も4.04%~ 29.02%と広い範

囲にわたったが，吃音群の症例においては，それ

をこえる高い変動率を示す場合があった。(図 4) 
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図 4 oral diadochokinesis検査における変動率
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図 7 /ka/の回数と変動率 問

3.反復回数と変動率の関係

各音節の回数と変動率の関係を，図 5~図 7 に

示す。グラフ中に平均:::t1SDの範囲も表示した。

吃音群，非吃音群ともに音節の種類により，回数

と変動率の分布が異なっていた。非吃音群におい

ては， /pa/および/ka/で、は回数が少なく変動率

も低いところに分布しているものが多く，比較的

回数が多いケースに変動率のばらつきがみられた。

/ta/で、は/pa//ka/に比べ，変動率のばらつきが

みられた。吃音群では回数が少なく，変動率が低

い傾向にあるものはみられなかった。

各症例の特徴は次のようであった。

p
h
u
 

症例 1 各音節とも回数は多く，変動率が低い傾

向がみられた。

症例 2:変動率が高く回数が少ない傾向であり，

いずれも平均士山Dの範囲から大きくは

ずれていた O ただし/ka/においては回

数が多く高い変動率を示した。本症例の

/ka/は無声化して，聴覚的な印象では

正確な構音運動をせずに，回数を多くし

ているようであった。

症例 3: /pa/ka/の資料が欠落しているが， /ta/ 

においては回数が少なく高い変動率を示

した O 本症例の/pa/は，音圧が浮動的

に変化したためspeechmotor profileに

よる分析はできなかった。

症例 4:いずれの音節においても，回数，変動率

ともに非吃音児の平均土lSDの範囲内に

分布していた。

4. 平均問捕時間の継時的変動

各症例毎に l秒毎の平均間隔時間が， 5秒間で

どのように変化しているのかについてみたO 比較

的安定した発語運動を示した症例 1と症例 4は図

8~図10に，不安定な発語を示した症例 2 と症例

3 については，図ll~ 図 13 に示す。

症例 1: /ta/ /ka/については l秒毎の間隔時間

はほぼ一定であった。統計的有意差も認

められなかった o /pa/については， 2 
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図 8 /pa/の時間的変動(変動率が低い症例)

(m坦~)45

320 

295 

270 

245 

220 

195 

170 

145 

120 
tal 

-{;ト症例1

-ひ定例4

ta4 ta5 ta2 ta3 

図 9 /ta/の時間的変動(変動率力ず低い症例)



秒目で間隔時間が大きく延長している O

但し，ぱらつきが大きいため統計的な有

意差はなかった o /pa/の l秒目と 4秒

目との聞には有意差が認められた。
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図10 /ka/の時間的変動(変動率が低い症例)
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図11 /pa/の時間的変動(変動率が高い症例)
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図12 /ta/の時間的変動(変動率が高い症例)
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図13 /ka/の時間的変動(変動率が高い症例)
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症例 2: /pa/で、は 4秒目， /ta/で、は 2秒目で間隔時間

が大幅に延長している O 両音節とも，その直

後には元の間隔時間に戻っており，一過性の

変動であった。両者とも統計的な有意差が認

められた o /ka/については 1秒毎に増減

を繰り返している O 有意差は認められなかっ

た。

症例 3: /ta/のみの資料で、ある o 2秒目で間隔(時間

が急速に延長しているが，その後，時間の経

過とともに徐々に短縮する傾向がみられた。

症例 4: /ka/の l秒目と 3秒目との聞に有意差が認

められたが，他は/pa//ta/ /ka/いずれの音

節においても， 1秒毎の大きな増減は認めら

れなかった。 /ta/においては，時間の経過と

ともに僅かず、つ間隔時聞が伸びていく傾向が

みられた。有意差は認められなかった。

考察

1. oral diadochokinesisの回数

学齢児 4名の吃音群と非吃音群とを比較すると，

平均回数では差はみられなかった。これは，成人

吃音者を対象とした重度の吃音者と非吃音者で有

意差がなく，構音器官の運動速度については差が

ないという小川口(1973)6)の結果と一致してい

るO しかし，吃音児群の運動速度は，その変動率

の高さが示すように安定性に欠けたものであった。

小津ら7)の，健常成人を対象にしたoralcliadochoknesis 

検査の結果では， I正確に」と条件を付加した場

合，有意に速度が低下したと報告しているように，

回数(運動速度)と変動率(安定性)との聞には

トレードオフの関係があることも考えられる O す

なわち，吃音児群も，運動の速度を落とせば，安

定した運動の可能性はある O 逆に吃音児群が非吃

音児群とほぼ同等の速い速度で運動を行おうとし

て，運動の安定性が損なわれたのかもしれない。

本検査時における運動速度は，吃音児では限界に

近い状態，非吃音児では，まだ余裕のある状態を

示している可能性がある O これらのことから，回

数に差がないとしても，運動速度に差がないとは

言い切れない。吃音児，非吃音児ともに最も安定

した運動が可能な速度を比較するなど，検査条件

を検討していくことが必要である O

2. oral diadochokinesisの変動率

吃音群と非吃音群を比較すると， /pa/およびIka/

については有意差はなく 有意差がみられたのは

/ta/のみで、あった。しかし いずれの音節におい

ても，吃音群の方が高い変動率を示す傾向が認め

られた。吃音群では非吃音群に比べ，同じ速度で
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も，時間的に一定しない運動であるといえる O 言

い換えれば吃音児は安定したリズムでスピードの

ある交互反復運動を行うことに困難さを示すこと

が示唆された。しかし，本検査は「語音Jを使っ

た検査であり，吃音児の「話し言葉Jへの苦手意

識などが影響している可能性がある O 今後， I語

音Jを使用しない，運動能力だけの評価を実施し，

併せて評価していく必要がある O

一方，非吃音群にも変動率の高い児が 12名中

2~3 名みられた。このことは，学齢期の非吃音

児の中にも安定した交互反復運動に困難さを示す

児がおり，発語運動の習熟度に差があることを示

唆している o Kent (1976)品)は微細な運動調節は

1 2歳までに完成すると述べている O 今回の対象

児は 7歳から10歳で，まだ完成途上の個人差が大

きい時期であると考えられた。

検査日に吃症状があった 2症例は，非吃音児群

の中の高い変動率を上回る値を示しており，特に

症例 2はその傾向が顕著であった。また，この 2

症例は吃症状のなかった症例に比べ，どの音節に

おいても高い変動率を示していた。以上のことか

ら，この2症例においては，吃症状とoraldiadocho-

kinesisの安定'性には，関連のあることが示唆さ

れた。しかし比較的低い変動率を示した吃音群

の2名は，非吃音群の変動率の範囲内であり，こ

の重なり合う部分の群がそれぞれどのような発語

運動の習熟の経過を辿るのかについて，今後，調

査を続けていくことが必要であろう C

3.継時的変動

5秒間の平均変動率が低く，比較的安定した発

語運動を示した症例 1と症例 4は当然ながら時間

的変動も少なかった。-方，平均変動率が大きかっ

た症例 2および症例 3についてみると，症例 2の

/pa/で、は 4秒目， /ta/で、は 2秒目で間隔時間が大

きく延長するものの，次の区間では元の間隔時間

に戻り，一過性の変動を示した O また， /ka/に

おいては，増減を繰り返す傾向を示した。また症

例 3の/ta/で、は 2秒目で大きく延長し，その後

は徐々に短くなっている O このように，症例ある

いは音節により，その変動の様相は異なっており，

一定の傾向は認められなかった。成人吃音者を対

象に本検査を実施したときの印象から，時間の経

過とともに変動が大きくなる，あるいはある時点

の変動をきっかけとして，その後はさらに変動が

大きくなる傾向が認められるのではないかと予想

したが，そのような一定の傾向は認められなかっ

た。今回は小児のみを対象としたが，今後成人を

も対象に本検査を実施し，小児の結果との比較検

討が必要で、あると考えられる O

まとめ

吃音児 4名(7 歳 0 カ月 ~9 歳11 カ月)を対象と

してoraldiadochokinesis検査を実施し，発話運動

能力について検討した。

1 反復回数については 吃音群と非吃音群の聞に

差は認められなかった。

2 変動率については 吃音群において高い傾向が

認められた。吃症状が持続している一症例が特に

高い変動率を示した。今後，症例数を増やすとと

もに，検査条件の検討などを行い，吃症状と発語

運動の安定性との関連について検証していくこと

が必要である O

3 吃音児において，音節の間隔時間の継時的変動

をみると，一定の傾向は認められなかった。

4 発語運動能力を評価するためには，発語運動の

速度と安定性の両面から評価することが必要であ

ることが示唆された。
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Examination of speech motor capacity in stuttering children 
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Abstract 

In the stuttering children (7-9years-old) the oral diadochokinesis was carried out， and the speech motor capaci-

ty was assessed. 

Frequency (rate)， coefficient of fluctuation (stability) and time variation were analyzed. The rate was not di妊er-

ent between the stuttering and non-stuttering children. However， the stability tended to be higher in the stutter-

ing children， especially in those with continued stuttering symptom. No definite tendency was observed for the 

time variation. It was indicated that for the evaluation of the speech motor capacity， evaluations from both sides 

of stability and motion rate were necessary. 

Key words stuttering child， speech motor capacity， oral diadochokinesis， motion rate， stability of motion 
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