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刊行のことば

　昨今，ハゲタカジャーナルと呼ばれる粗悪な論文誌の乱立，基礎研究の衰

退，若手研究者の就職難など，研究の質的な低下や空洞化への懸念は募る一方

です。科学をとりまく状況は決して明るいものではありません。だからこそひ

とりでも多くの方々に科学への興味，関心を抱いていただくことが重要になっ

ているのだと感じます。

　2010 年刊行の「音色の感性学―音色・音質の評価と創造―」に始まる音響

サイエンスシリーズは，文字どおり“音にまつわる科学”をテーマに掲げてお

り，初代編集委員長のことばを借りるなら，「音響学の面白さをプロモーショ

ンする」ために刊行されてきました。音響学の面白さ？，ひと言ではとても言

い尽くせません。音響学に携わる技術者，研究者の一人ひとりがそれぞれ独自

の面白さを追求していると言っても過言ではないでしょう。

　精密計測ともなれば大掛かりで高価な施設や装置が必要になりますが，通

常，大げさな装置などなくても，ある程度の音は鳴らせます。マイクロフォン

があれば観測もできます。音響学には，手軽で安全に，しかも安価に実験を始

められるという面白さがあるのです。また，音の信号は比較的容易にディジタ

ル化できるため，ディジタル信号処理の初学者には格好の教材となります。

　物理的な側面から見れば，音は媒質中を伝わる波であり，音響学は波の原理

や性質を追求する学問になります。そこでは波の振る舞いを，振り子の運動，

ばねの振動などに置き換え，運動方程式を解いていくというきわめて論理的な

面白さに出会えます。波であるという点では，電磁波（電波や光）との共通点

も少なくありません。このため電磁気学の知識が音響学に活かせたり，逆に音

響学の知識を電磁気学に応用させたり，というスリリングな面白さも味わえる

でしょう。
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ii　　　刊行のことば　

　一方，電磁波の伝搬には媒質が必要とされない（真空中でも伝わる）のに対

し，音波の伝搬には媒質が必要であるとか，電磁波が横波なのに対し音波は縦

波である，といった違いを意識する瞬間があるのも学問の醍醐味です。また空

中と水中など，媒質が異なるだけで方程式のパラメータが劇的に変化する点に

も音波の興味深さがあります。音は生体組織，さらにはコンクリートのような

固体の中も伝わることから，医療診断や非破壊検査に広く利用され，商業的な

価値という意味での魅力もあります。

　音には，物理的な側面と同時に，生物が感覚器を通して知覚，認識するとい

う生理学的，認知心理学的な側面もあるため，音響学では，方程式で解けない

問題も扱わなければなりません。そこでは地道な観察や実験データの積み重ね

によって未知の法則を見つけ出す，といった謎解きの興奮を体験できるでしょ

う。鼓膜の振動を内耳に伝えている小さな骨（耳小骨）はもともと顎の骨だっ

たことが知られています†。これは微弱な音をとらえるために発展してきた哺

乳類特有のメカニズムであり，奇跡的とも言える進化の賜物なのです。このよ

うなエキサイティングな事実を発見するのは，生理学者，生物学者の特権とも

言えるでしょう。

　音響学の面白さのほんの一端を紹介しましたが，音響学は広範な学問分野を

含んでいます。それは本シリーズの既刊タイトルを眺めていただくだけでもわ

かるとおりです。音響学の面白さも人によって千差万別です。音響サイエンス

シリーズを手にしていただいたみなさんに，その人独自の音響学の面白さを発

見していただくことができたら，そしてそれが科学への興味や関心を呼び覚ま

すきっかけになれば，編集に携わる者として無上の喜びです。

　2019 年 1 月

 音響サイエンスシリーズ編集委員会　

 編集委員長　蘆原　郁　

†　ニール　シュービン　著，垂水雄二　訳：ヒトのなかの魚，魚のなかのヒト，最新科学
が明らかにする人体進化 35 億年の旅，早川書房（2013）

コ
ロ

ナ
社



まえがき

　本書では，音声によるコミュニケーションが困難な障がい者の課題と支援を
取り上げる†。
　社会的存在であるヒトにとっては，社会環境とのコミュニケーションが必要
不可欠である。そこでは音声が社会の基盤となっており，そこは圧倒的に情報
量が多い。その音声社会とのコミュニケーションが生活の質（quality of life, 
QOL）を確保するうえで不可欠である。
　しかし，例えば聴覚機能が低下するなどの障がいがある場合，音声コミュニ
ケーションによる円滑な社会参加は困難になる。
　このような障がいには大きく分けて，（1）音声によるコミュニケーションを
回復するためのさまざまな支援技術開発で対応できる障がいと，（2）そのよう
な対応では解決が困難で，音声（聴覚言語）に代わる手段として視覚言語の手
話や触覚言語の指点字などを用い，その手段と音声を相互変換する手段や通訳
を必要とする障がいが存在する。本書が手話や指点字も取り上げる理由であ
る。
　さて母語では，対話を行うこと自体はほとんど精神的負担を感じることなく
円滑に行うことができる。この精神的負担が軽いという視点は，障がい者支援
課題にとって基本的に重要な視点である。精神的負担を軽く実現するコミュニ
ケーション手段は，感覚・知覚・認知機構と本質的に整合している構造を持つ
ことが望ましい。
　高齢者医療制度では，65 歳以上を高齢者と分類し，特に 65 歳以上 75 歳未

†　用語について：本書では，「障がい」を基本的に用いるが，引用資料や文献などが「障
害」，「障碍」などを用いている場合は，その表記を尊重する。なお，「害」や「碍」
の漢字が持つ意味への抵抗感から当事者を含めさまざまな主義・主張があり，統一さ
れた見解は存在しない。また，「対話」に用いる物理情報を含む「話し言葉」を，言
語記号レベル中心の「言語」と区別するために，「ことば」と書き分けることにする。
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iv　　　まえがき　

満を前期高齢者，75 歳以上を後期高齢者と呼ぶ。さらに国連では，高齢者の
割合が 7％に達すると高齢化社会，14（＝7×2）％に達すると高齢社会，そし
て 21（＝7×3）％に達すると超高齢社会という。日本は 2007 年に超高齢社会
となり，2018 年には 28（＝7×4）％を超えており，重老齢社会（後期高齢者
数 14 .2％＞前期高齢者数 13 .9％）と仮称されている。
　2016 年には「障害者差別解消法」が施行され，障がい学生の高等教育への
進学も広がり，コミュニケーションの支援が必要な場面も拡大してきている。
高齢者や障がい者にとっての支援者から自立した日常では，IT環境からの情
報はきわめて重要になってきている。しかし，感覚・知覚・認知機構に余裕の
ある健常者・児とは異なり，加齢や障がいによりこれらの機構のどこかに問題
があると，この機能処理と本来行いたい処理という二重課題状態となる。この
二重課題状態では，IT技術利用の精神的負担は軽くはない。
　そこで，コミュニケーション手段として研究が最も進んでいる音声の知見を
手掛かりに，これら手話や指点字などと音声を横断的に分析することにより，
コミュニケーションを支えている重要な機能が明確になり，精神的負担の軽い
支援法を実現する手掛かりが得られることが期待される。
　「ことば」はヒトの脳で処理される高度の情報処理によっている。脳機能計
測技術の進歩により直接観察して得られる情報は豊かになっているが，観測
データにはさまざまな脳活動の結果が重なって現れている。そこで，外部環境
からの「ことば」などの入力に対する反応を対応・比較推論することが効果的
と考えられる。ここでは，多様な「ことば」に対する横断的分析はきわめて重
要な情報となろう。
　また，視覚や聴覚の障がいという制約のある状況下での言葉の獲得や学習の
プロセスの分析も，「ことば」全体への理解が深まることにつながるものと考
える。
　障がいはきわめて多種多様であるが，また症例はただ一人ということもあ
る。しかし，その人にとっての人生は，他者に代わってもらえる可能性のない
唯一の人生であることを決して忘れてはならない。
　注目されている AI技術を意識した障がい者支援技術などへの期待も大きい
が，ビックデータの存在が前提となっており，難しい課題が存在する。障がい

コ
ロ

ナ
社



　まえがき　　　v

の多様性に比べ個々に共通の障がい特性を持つ事例が少ないことや，個人情報
保護に関する本来の考え方とは視点の異なる運用上の障壁などもある。課題を
個別に確率統計的に判断するのではなく，システム思考で横断的・統合的に洞
察することが重要になる。
　なお，本書は取り上げる対象が非常に広いため細部にわたる記述は限られた
スペースでは残念ながら難しい。各項目の詳細に関しては，以下の優れた成書
などを参照されたい。
　本シリーズでは，音声に関しては，「12．音声は何を伝えているか」，「17．
聞くと話すの脳科学」，「18．音声言語の自動翻訳」，「19．実験音声科学」，
「21．こどもの音声」などが，また関連分野として，「13．音と時間」，「15．音
のピッチ知覚」が出版されている。音響テクノロジーシリーズには，「3．音の
福祉工学」，「22．音声分析合成」などがある。また，「情報福祉の基礎知識」
（ジアース教育新社）はコミュニケーション障がいを含む障がいに関して，多
角的・総合的視点からの取組みが示されている。
　支援技術は実用化されてこそ意味を持つ領域であり，マーケットサイズとコ
スト，「値ごろ感」などが重要であり，世の中の主流技術のトレンドとの整合
性などを考慮することも不可欠である。また，ある情報技術の進歩や環境の変
化がもたらす影響が，ある障がいにはプラス面をもたらす一方で，別の障がい
がマイナスの影響を受ける場合もあり，難しい課題である。例えば，音声合成
技術の進歩は，音声化により視覚障がい者の QOLに貢献してきた。しかしそ
の結果，点字機器のマーケットを縮小させ，触覚のみに依存する盲ろう者の選
択範囲が狭くなるというマイナス面の影響が発生している。
　1章は，本書全体への視点として，WHOの ICF（国際生活機能分類）の考
え方などによる障がいの定義を紹介し，障がい者の「対話のことば」として求
められる特性を示す。さらに，手話（視覚言語）や指点字（触覚言語）が，言
語学的にも物理特性の視点からも音声（聴覚言語）と共通の機能を持ち，社会
参加に不可欠なコミュニケーションの共通基盤として成立することを示す。
　2章では，コミュニケーション障がい全般の概要と，音声技術が関与する音
声合成および音声認識理解技術を概観し，典型例として構音障がいに対する音
声支援技術を取り上げる。また，音声技術が支援できるその他の障がいにも言
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及する。
　3章では，脳・神経系など中枢系の障がいに起因する音声および手話の障が
い関係の話題を取り上げる。
　4章では，聴覚に制約がある人が用いる手話とその認識や CG，音声との相
互変換技術，通信・放送技術などを取り上げる。
　5章では，聴覚と視覚の双方に制約があり，音声も手話もともに利用困難な
全盲ろう者の用いる触覚言語として，音声由来の指点字を中心的に取り上げ
る。また，先天性の全盲ろう児は，自然に言語を獲得することが困難であり，
その教育に挑戦した大量の記録があることを紹介し，その分析からは定型発達
児の言語獲得プロセスの理解や言語障がい者の訓練の手掛かりが得られること
も期待されることを述べる。
　6章では，以上の各章が障がい者が用いる「ことば」や支援法を取り上げて
きたのに対し，それらを用いる人の側面に目を向ける。障がい当事者とのコ
ミュニケーション時に考慮すべき事項，支援技術や支援の評価法や支援による
QOLの評価法，支援技術のもたらす二次障がい，非母語での長時間通訳業務
などに従事する支援者の負担軽減への配慮，訓練などの重要な問題を取り上げ
る。ここで取り上げるさまざまな配慮は，コミュニケーションの本質を理解す
るうえでも示唆に富む内容であると思われる。
　2021 年 5 月

 市川熹・長嶋祐二

執筆分担
市川　熹　　1.1 節，1.3 節，5章，コラム（3章以外）
長嶋祐二　　1.1 節，1.3 節，4.1 節
岡本　明　　5章，6章
加藤直人　　4.2 ～ 4 .4 節
酒向慎司　　2.1 節，2.2 節
滝口哲也　　2.3 節
原　大介　　1.2 節，コラム（3章）
幕内　充　　3章
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障がいと「ことば」

第１１章

　本章では，障がい者をどのように捉え，国際的にどのように定義されてい
るかという視点をまず紹介する。また，障がい者がコミュニケーション手段
として用いている音声・手話・指点字に，相互に変換する手段や通訳におい
て考慮すべき視点として，言語学的および物理現象の両面にことば（メディ
ア）の本質と考えられる共通特性が存在していることを述べる。

1 .1　障がいの種類と「ことば」に求める条件

1 .1 .1　障がいの種類
　障がい（disorder）は，国内の法律や国際機関でいくつか定義されている。

　障がいや障がい者の定義が一定していない理由は，さまざまな制度の目的に

照らして定義しているからである。個々の定義により判断基準を定め，政策や

制度の対象者の範囲を決定することができる。

〔 1〕　障がいの定義と国際生活機能分類（ICF）

　・障害者基本法第二条（2011 年改正）

　障害者（persons with disabilities）とは，身体障害（physical disorder），

知的障害（mental disorder）または精神障害（intellectual disorder）（以

下，障害と総称する）があるため，長期にわたり日常生活または社会生活

に相当な制限を受ける者をいう。

　・障害者の雇用の促進等に関する法律第二条（2001 年改正）

　身体または精神に障害があるため，長期にわたり，職業生活に相当の制
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2　　　1.　障がいと「ことば」　

限を受け，または職業生活を営むことが著しく困難な者。

　・WHOによる ICIDHおよび ICF

　障がいに関する考え方は 1980 年にWHOにより，病気／障がい（disease or 

disorder）⇒機能障がい・機能低下（impairment）⇒能力障がい（disability）

⇒社会的不利（handicap）という医学モデル，ICIDH（国際障害分類：

International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps）が発表

された98）†。しかし，この分類では，障がいのある人の生活のしづらさ，生活

のうえでの困難は，障がいのある「本人の障がいが原因で発生するという一方

向」の見方であった。

　その後，2001 年のWHO総会でヒトの生活機能と障がいの分類法として社

会モデル，ICF（国際生活機能分類―国際障害分類改訂版―：International 

Classification of Functioning, Disability and Health）が採択された（図 1 .1）99）。

ヒトが日常生活を送るうえで，身体的なものだけでなく，社会も含めたさまざ

まな機能が必要になるが，それらの機能は，複雑に絡み合って「相互に作用し

ている」という考え方に基づく。障がいの要因として，特に環境との関係を重

視している。健康状態は生活機能の分類とそれに影響する背景因子の分類に大

きく二つで構成されている。

†　肩付数字は各章末の引用・参考文献番号を表す。

図 1 .1　国際生活機能分類（ICF）99）

健康状態
（変調または病気）

生活機能の分類

心身機能・
身体構造 活動 参加

背景因子

環境因子 個人因子
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　1.1　障がいの種類と「ことば」に求める条件　　　3

　生活機能とは，ヒトが生命を維持するための能力や働きとヒトが日常生活を

送るための能力や働きに注目し，①　心身機能（心理的機能など）・身体構造

（感覚器の構造など）（body functions and structures），②　活動（日常行動）

（activity），③　参加（社会への関わり）（participation）からなるとしている。

　背景因子には，①　物理的環境（交通機関など），②　人的環境（家族など），

③　制度的環境（法律など）からなる環境因子（environmental factors）と，個

人因子（personal factors）を想定している。

　したがって，個人ごとの状況と場面によりどのような利点や困難さが生じる

かが予測される。例えば，環境としての音声合成技術は視覚障がい者（blind）

には重要な支援技術となる一方で，触覚や振動表示の時計の製品が少なくな

り，触覚のみに頼らざるをえない視聴覚重複障がい者（盲ろう者）（deafblind）

には不利な状況を生み出していることがわかる。

　〔 2〕　障がいの種類　　公的支援の対象として独立した障がいとして扱われ

ているかなど，どのような視点によるかにより，分類はさまざまである。

　一般に用いられている種類は，身体障がい（physical disability），発達障が

い（developmental disorders），知的障がい（intellectual disability），精神障が

い（mentally-handicapped）がある。身体障がいは，視覚障がい（visual 

impairment），聴覚・言語障がい（hearing and language disorders），肢体不自

由障がい（上肢，下肢，体幹，脳性まひなどの運動機能），内部障がい（心臓

機能，呼吸器機能など 7機能）に分かれる。発達障がいは，米国精神医学会の

精神疾患診断・統計マニュアル DSM-5（Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, 5th ED）により，自閉スペクトラム症（autism spectrum 

disorder, ASD），注意欠如・多動症（attention deficit hyperactivity disorder, 

ADHD），学習障がい（learning disorder, LD），限局性学習症（specific learning 

disorder, SLD）などに分類される。

　〔 3〕　音声障がい　　音声障がい（voice disability/disorders）という一つ

の障がいは存在しない。音声障がいはほかの障がいと異なり，疾病やほかの障

がいなどが「原因」で現れる音声レベルのさまざまな障がいの総称である。本
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4　　　1.　障がいと「ことば」　

書の視点（「結果」としてコミュニケーションに現れる音声レベルの障がい）

とは異なるが，医学的視点から日本音声言語医学会でまとめた例がある67）。器

質性障がいと機能性障がいに大別され，さらに診療の視点から九つの大分類の

下に中分類，小分類に階層化され，70 種の音声障がいが示されている。また，

音声障がいの診療法や評価法，治療法なども紹介されている。発話指令や認知

機能に障がいのある中枢の脳神経関係の障がいや，発話機能あるいは聴覚など

の感覚・知覚機能の障がいなどがある。

　本書では，音声コミュニケーション，およびその障がいとの関係の深いテー

マに絞る。そのようなテーマには，「発話指令」や「認知機能」に障がいのあ

る中枢の「脳神経関係」の障がいと，「発話機能」あるいは聴覚などの「感

覚・知覚機能」の障がいがある。

　後者としては，聴覚の障がいにより音声が聞き取れない障がいに対する手話

を，また聴覚と視覚の双方に障がいがあるため触覚を用いざるをえない障がい

に対する触覚言語の指点字を取り上げる。前者の例としては，現代社会では文

字情報があふれていることから，視覚障がい者に対する文字から音声に変換す

る技術などが挙げられる。

　このような見方は，日常の環境が音声であることを前提としている。そこ

で，逆に手話を理解できない音声言語使用者は，手話のみの会議においては，

ICFの視点からは議論に参加できない一時的言語障がい者となることになる。

　〔 4〕　音声障がいの受障時期　　音声によるコミュニケーションが可能とな

るのは，言語獲得（language acquisition）のプロセスが存在していることによ

る（5.4 節参照）。生まれながらに周囲のさまざまな情報環境に対する知覚認

知機能，特に音声などの言語情報を受け身で自然に取り込む聴覚機能が必要で

ある。

　言語獲得には臨界期（critical period）があることが知られている。受障時期

が臨界期の前後かにより，先天性障がい（hereditary disability）と中途障がい

（acquired disability）に分けられている。しかし，さまざまな報告があるもの
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　1.1　障がいの種類と「ことば」に求める条件　　　5

の，臨界期は何歳ごろなのか，については，必ずしも明確になっていない†1。

コミュニケーションを構成する機能内容は多様であり，その獲得には，脳や身

体の発育，感情・情動，対人関係などの成長の順序が関係し，臨界期も段階を

分けて考える必要がある。したがって，先天性障がいやバイリンガルの定義も

明確ではない。

　音声言語では，受胎後約 24 ～ 30 週で聴覚は機能を始め，おもに母親の声を

聞いて母語†2 のプロソディ†3（prosody）の獲得が始まり73），誕生後 18 か月ご

ろまでに母語獲得（acquire as a native language）のテンプレートが構成され

ていくとされている。ほぼ同時期に発声器官である口（vocal tract, 声道）のサ

イズなども急速に発育するが，その後発育速度は半減する95）。この現象は，こ

の期間に発話のハード（声道など）やソフト（音韻やプロソディなど）も母語

に適応し，コミュニケーションの際のさまざまな負担を軽減させるために，使

用の可能性の低い非母語への対応機能は落とされることを示唆している（言語

獲得基盤の獲得の臨界期）。

　なお，定型発達児の音声喃
なん

語
ご
†4 と先天性聴覚障がい児の手話喃語の出現時

期にあまり差がない92）ことや，胎内への音響信号は 400 Hz程度以下まで†5 と

いう80）ことから，胎児はプロソディとしての言語のリズム（rhythm）をおも

に獲得している可能性が高い（1.3 .2 項参照）。

† 1　 臨界期と見る期間や用語（先天性／先天的）などは，分野によって見解が異なる。
本書では，それぞれの領域の使い方を尊重する。

† 2　 母語には通常，臨界期までに獲得した言語という視点と，アイデンティティとして
の自己の言葉という社会的視点，の異なる 2種類がある。本書ではおもに前者を対
象とする。

† 3　 プロソディは超分節的特徴ともいわれ，発話に表れ，複数の語音にまたがる特徴を
いう。韻律，抑揚などとも呼ばれるが，それぞれにニュアンスが異なるので，本書
ではプロソディを用いる（1.1 .3 項〔 3〕参照）。

† 4　 乳幼児が言葉を覚える前に発する，意味を伴わない「あーあー」のような 2連続以
上の発話。

† 5　 直接計測することは難しいため，多くの研究で動物の胎内での計測や胎児の脳波反
応，シミュレーション解析など，胎内への音の伝播はさまざまな方法が試みられて
きた78）。500 Hz以上では 45 dB以上減衰したという報告もあり，関連学会の会議で
も 400 Hz程度として討論された例がある。

コ
ロ

ナ
社



あとがき

『触らない。でも触らないと，他の人が近い距離にいないと，

生きていけません。』

　この言葉は，本書をまとめていた 2020 年 2 月から 6月にかけて新型コロナ

ウイルスの感染が拡大し，多くの地域で，外出や集会関係の自粛，対人関係も

社会的距離として 2 m以上離れることなどを求められている時期に，人にとっ

ていかにコミュニケーションが欠かせない存在であるのかを障がい当事者団体

から突きつけられた言葉である6）。

　音声は非接触のメディアであるが，障がい者や高齢者などの福祉の現場では

音声だけでは解決できない重要な課題があることをまずは触れざるをえない。

　本書では，おもに音声，手話，指点字の共通性に注目したが，非共通性から

も重要な情報がもたらされることが期待される。非共通性としては，例えば身

体動作が直接的に表現される手話と指点字に対し，発話から知覚・認知との間

に一段階多く音響空間を経由する音声がある。また，手話は手指だけでなく表

情や身体動作などの同時並行的情報で構成されている。さらに，非接触の言語

としての音声や手話と，接触が不可欠な指点字や触手話がある。これらの違い

は，これまでほとんど指摘されていない。これらの違いが言語の特性にどのよ

うに本質的影響を与えているのか不明である。そして逆に，違いがあるにもか

かわらず，本書に述べたような共通性が存在することはなにを示唆するのか。

これら不明な事項の体系的検討は，今後に残された興味深い課題である。

　多くの大学は急遽遠隔授業を余儀なくされ対応に追われたが，障がい学生へ

の配慮はどの程度なされているのであろうか。特に発達障がい学生への対応は

どうなのだろうか。また，手話通訳の Zoomなどの利用によりリモート通訳が

促進したが，双方が十分なネットワーク環境などを用意できるかなどの課題が
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出ている。

　聴覚障がい者の受診には，スマートフォンの動画機能による遠隔手話通訳導

入の動きが見られた。一方，TVでは通訳者のマスクやフェースシールドも照

明光の反射で口形（NMM）が読みにくい問題も生じている。

　全盲ろう者は触覚によるコミュニケーションに頼らざるをえないため，新型

コロナウイルスのような疾病の感染予防が大きな課題になっている。触手話通

訳者は防護服などを提供されるのであろうか。

　高齢者施設では，スマートフォンによる音声とガラス越しの面会の試みも見

られた。

　2013 年に施行され 2018 年に改正された障害者総合支援法は，接触を避け社

会的距離を保つという状況下でどの程度機能しているのか，検証が必要であ

る。

　家庭生活では，言語や社会性の発達に重要な時期の幼児の対人コミュニケー

ションの機会が激減し，その悪影響が懸念される。オンライン帰省が提案さ

れ，これまでにない新しい場が芽生えているが，直接の触れ合いの場も不可欠

であろう。

　テレワークが広がり，たがいに実際に会わなくても社会は回るという見方に

対して，移動して直接集まりコミュニケーションができるという自由が保障さ

れることは，自由のうち最も根本的なものであるという警告も発せられてい

る。ネット空間は似た考えの人が集まり，創造的行為に欠かせない異質な存在

や意見を排除しがちであり，またプラットフォーマに安易に操作される危険性

も存在している1）。二次元平面上だけの人のぬくもりを直接感じられない場当

り的なコミュニケーション手段として多用してしまうのを危惧するのは筆者ら

だけであろうか。

　本書が対象としたテーマは，各章ともそれぞれ本 1冊を要するようなきわめ

て広い領域であり，概要を紹介するレベルにならざるをえなかった。詳しい内

容は引用文献などを参照されたい。

　障がい領域では，精神的負担をできるだけ軽くなるようにコミュニケーショ
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ンを行うためには，適切な表現がなぜできないのか，意図をどのように表現・

伝達すべきか，などの多岐にわたる問題が存在している。語用論（プラグマ

ティクス）2）では対象領域の一つとして取り上げられており，発達障がいや失

語症，認知症などにおける現象や診断など障がいの視点からの研究も行われて

いるが，本書では個別にその一端に触れるにとどまった。プラグマティクス分

野における障がいコミュニケーションの体系的取組みを期待したい。

　さて，障がいの研究課題は，障がい者の QOLを向上する手掛かりを得るこ

とにあり，目的基礎研究であって，そのために必要な知見を得る研究自体は最

終のターゲットではない。この領域では，本質的に少数データを扱わざるをえ

ず，横断的取組みは，その弱点を補う重要な方法論となっている。

　本書では，いくつかのコラムで関連する話題を提供している。QOLは主観

的な視点であり，客観的視点の科学・技術とは一見相反するようであるが，主

観的視点を生み出す要因はなにかを客観的に見いだすことが課題解決には不可

欠であると考える。その意味で，この領域に携わる人は，当事者が日常遭遇す

る不便さに対する問題意識を高めることが，課題の裏に存在する本質的構造に

気づき課題解決を考えるうえできわめて重要だと考えるからである。

　また，本書の狙いの一つは，読者が，聴覚言語や視覚言語，触覚言語などの

言語や多様な障がいの横断的知見から，人の重要な本質である「ことば」とそ

の背景にある知的活動に関して多くの気づきを持っていただくことにもある。

研究手法の手掛かりとして，音声研究の方法論や成果がマルチモーダルな「こ

とば」の研究方法に有効なヒントを与えてくれると考える。

　福祉の横断的な研究事例として，2004 ～ 2006 年にかけて全国の大学関係者

48 名が参加したコミュニケーション障がいを中心とした文部科学省特定領域

研究「情報福祉の基礎」（領域代表：市川熹）が実施された3）。その中で精神

的負担（メンタルワークロード）を軽減するという視点が重要であり，学際

的・体系的に取り組むことが提案され，本書でも基本概念となっている。この

プロジェクト研究では，障がいを扱うがゆえに症例数の確保の難しさと個人情

報の保護という問題が残されている。
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　偏りのない大規模データを前提として，高い性能を実現している DNNなど

の AI技術を，少数データを前提とせざるをえない障がい領域で，どう活用す

るかも大きな課題である。

　DNNは非線形な現象にも対応力が大きいとされているが，その結果がなぜ

得られるのか，そして適切なのか，ブラックボックスのままである。本書が対

象としている障がい者支援は本質的に小規模のデータの世界であり，また説明

力が十分ではないため，二次障がいを引き起こすことも懸念される。

　スパースモデリングという手法が注目される4）。データ量は少なくスパース

でよいが，代わりに多種の特性記述パラメータと隣接領域のデータ間でのガウ

ス性の相関と線形性が求められ，学習が進むにつれて有効なパラメータに絞ら

れていくモデルである。「ことば」は時間構造の情報で隣接領域とは相関性が

高く，音声の LPC（linear predictive coefficient, 線形予測係数）分析合成が機

能するように線形性も高い。ヒトの脳が少数の言語経験から母語を獲得できる

のは，このアルゴリズムで説明できそうだという5）。

　余談になるが，1960 年代は音声などとは隣接領域であった実験心理学の一

部の分野（音響機器の音質評価など）では，コンピュータも自由に使える時代

ではなく，また多様な条件下での心理評価を，限られた人数の評価者の疲労を

考慮するために，心理評価データの配置の工夫と，近隣データ心理値にガウス

性と線形な相関性を仮定することで，スパースなデータ処理に工夫が凝らされ

ていたことを思い出す。

　さて，ディジタル社会でのディジタル性発達障がいが強く心配されている

が，一方で対話を行うことは精神的効果も大きく，リハビリテーションや発達

障がいの症状に対する改善効果なども報告されている。5G時代の到来で，逆

にディジタル環境による「対話のことば」の本質の解明が進むことによるコ

ミュニケーションの効果も注目されている。認知症，発達障がいの中の ADHD

やうつ病に対する「ディジタル治療」を目的とした製薬会社などによるゲーム

アプリ開発も始まっている。多角的視点も重要である。ディジタル認知症が注

目される中，諸刃の剣にならないことを祈るばかりである。
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　新型コロナウイルス禍がもたらす急速な新しいコミュニケーション形態への

移行が，若い人々には容易に受け入れられそうである。しかし，そこには必ず

ディジタルデバイドが発生する危険性をはらんでいることを，障がいに携わる

研究者は忘れないでほしい。
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 芝浦工業大学非常勤講師（～

2015 年）

加藤　直人（かとう　なおと）
1986 年 早稲田大学理工学部電気工学科

卒業
1988 年 早稲田大学大学院理工学研究科

修士課程修了（電気工学専攻）
1988 年 日本放送協会放送技術研究所

（～ 2020 年）
1994 年 株式会社 ATR音声翻訳通信研

究所（～ 1997 年）
2001 年 博士（情報科学）（早稲田大学）
2003 年 株式会社 ATR音声言語通信研

究所（～ 2006 年）
2020 年 情報経営イノベーション専門職

大学教授
 現在に至る

酒向　慎司（さこう　しんじ）
1999 年 名古屋工業大学工学部知能情報

システム学科卒業
2001 年 名古屋工業大学大学院工学研究

科博士前期課程修了（電気情報
工学専攻）

2004 年 名古屋工業大学大学院工学研究
科博士後期課程修了（電気情報
工学専攻），博士（工学）

2004 年 東京大学特任助手
2007 年 名古屋工業大学助教
2017 年 名古屋工業大学准教授
 現在に至る

滝口　哲也（たきぐち　てつや）
1994 年 岡山理科大学理学部応用数学科

卒業
1996 年 奈良先端科学技術大学院大学情

報科学研究科博士前期課程修了
（情報処理学専攻）

1999 年 奈良先端科学技術大学院大学情
報科学研究科博士後期課程修了
（情報処理学専攻），博士（工学）

1999 年 日本アイ・ビー・エム株式会社
東京基礎研究所副主任研究員

2004 年 神戸大学講師
2009 年 神戸大学准教授
2017 年 神戸大学教授
 現在に至る

―― 編著者・著者略歴 ――
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原　大介（はら　だいすけ）
1989 年 早稲田大学第一文学部哲学科人

文専修卒業
1991 年 国際基督教大学大学院教育学研

究科教育方法学専攻英語教育法
博士前期課程修了

2003 年 The University of  Chicago , 
Department of Linguistics, Ph.D. 
（linguistics）（シカゴ大学大学
院言語学科修了，博士（言語
学））

2000 年 愛知医科大学専任講師
2004 年 愛知医科大学助教授
2007 年 愛知医科大学教授
2010 年 豊田工業大学教授
 現在に至る

幕内　充（まくうち　みちる）
1995 年 東京大学農学部農芸化学科卒業
1998 年 東京大学大学院医学系研究科修

士課程修了（健康科学・看護学
専攻）

2000 年 東京大学大学院医学系研究科博
士課程修了（脳神経医学専攻），
博士（医学）

2000 年 東京大学助手（2002 年休職～
2004 年復職）

2002 年 カロリンスカ研究所神経科学部
門人脳研究講座留学

2007 年 マックス・プランク認知神経科
学研究所研究員

2012 年 国立障害者リハビリテーション
センター研究所室長

 現在に至る
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