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チェアサイドで使用可能な発語評価のための音声認識の開発
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発語はコミュニケーションを図るうえで最も重要な機能である．歯と発語とが密接な関係にあり，
喪失歯所有者へ義歯を装着する補綴処置によって発語機能が劇的に改善されることが多い．しかし，
不完全な補綴処置によりかえって発語機能に問題を残す場合があり，定量的な発語機能評価が求めら
れていた．従来技術ではチェアサイドで簡易・迅速に評価するのは困難で，しかも発語された音声そ
のものを直接に評価するものではなかった．本論文では音素および音素をまたがる特徴を表現する
213 種類の統合音声セグメントに基づく音声認識を提案し，これを組み込んだ発語評価システムにつ
いて述べる．本システムではフレームごとのミクロな識別がなされるため，時間方向の情報も得られ
るとともに，評価対象範囲の適正/不適正ラベルの割合によって，発語機能の定量的評価がマクロな
形で行える．「産」の音声認識技術者が単音単位の識別のための統合音声セグメントを提案し，「学」
の大学歯科医師がこの統合音声セグメントの特性を考慮しつつ，有効な発語評価法を確立し，連携し
てチェアサイドで使用可能な発語評価システムを開発した．

Speech Recognition for Evaluation of Phonetic Function
on the Dental Chair-side
Hiroshi Matsuura,† Kohei Momosaki,† Yasuyuki Masai,†
Masayuki Hideshima,†† Syusuke Inukai,†† Masayuki Sato,††
Tomohiro Ando†† and Takashi Ohyama††
Phonetic function is the most important oral function for human communication. Due to the
close relationship between teeth and speech, phonetic function is often dramatically improved
by prosthodontic treatment for patients, whereas inappropriate treatment leads to problems
in phonetic function. Quantitative evaluation of phonetic function is therefore desired. With
current technologies, it is diﬃcult to evaluate phonetic function quickly and directly on the
dental chair-side. In this paper, we propose a speech recognition based on 213 types of integrated phonetic segments representing phoneme and inter-phoneme features, and a speech
evaluation system using the speech recognition. The system performs micro-period evaluation
frame-by-frame and is therefore able to obtain time-scale information. The system performs
macro-period quantitative syllable evaluation using the ratio between the correct and incorrect integrated phonetic segment label number during the periods of evaluated syllables.
Speech recognition engineers proposed integrated phonetic segments for syllable recognition,
and university dental doctors established eﬀective speech evaluation methods by considering
the characteristics of the integrated phonetic segments. Collaboration between academia and
industry enables the practical implementation of speech evaluation systems on the chair-side.

1. は じ め に
発語はコミュニケーションを図るうえで最も重要な
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口腔機能である．歯と発語とが密接な関係にあること
は周知のとおりで，前歯を喪失しサ行の発音が息漏れ
する患者に，義歯による補綴処置を行うことで劇的な
改善が見られることも多い1)〜3) ．しかし，歯の形態回
復により発音は改善されるが，義歯は基底部を構成す
る床が顎堤を被覆するため，口腔内の形状は変化して
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共鳴腔が狭まり，カ行が発音にくくなる等の支障を来

り，それに対する処置の効果を詳細に確認でき，経日

たす場合も少なくない4) ．

的な変化を比較することも可能となった．

発語機能評価に関しては主観的もしくは客観的な手
法を用いた多くの報告が行われている．これらは，

このように「産」
「工」の音声認識技術を「学」
「医」
の現場に導入し，昨今の音声認識技術に見られるよう

• アンケート調査による自覚的発音検査4),5)

な音声から，発声された語彙を類推して文字に変換す

• 発語・会話明瞭度検査等，聴覚による検査6)〜8)
• 音響分析等の計測器による検査9)〜11)

るのではなく，発音の正確さをより詳細に判定する手

1),12),13)

法として活用する．これによって，従来歯科では困難

• パラトグラム
• 顎運動測定器による舌や下顎の調音時の運動検
査14),15)

を極めたチェアサイドでの臨床検査が可能となり，効

等に大別される．しかし，従来の評価法の多くは専用

2. 音声認識の発語評価システムへの適用と
方式

の検査室で特殊な機器および複数の評価者を導入して
行うため時間と労力をともない，診療現場で求められ
る即座に判定結果を患者に呈示することへの対応は困

率的で予知性の高い診療を具現化する画期的な研究プ
ロジェクトとなった．

音声認識システムを歯科の補綴処置の評価に適用し

難であった．

た研究は少ない16),17) ．文献 17) では単音節を認識対

たとえば発語明瞭度検査では通常，患者に日本語
100 音節を読み上げさせ，その録音を 10 名の評価者

象とする音声認識装置を利用しているが，この装置は

が聴いて音節を記載し，正答率を明瞭度として判定す

ものであるため，そのままでは歯列欠損者の義歯装着

る．また，音響分析や調音時の運動検査は高価な機器

の有無による発語評価に利用できない．そのため，文

と専用の検査室を必要とし，分析では設定パラメータ

献 17) では健常者 1 名の 10 音節に対する評価者の

の特徴量や運動情報が示されるものの，音節の発語に

聴覚と音声認識装置の認識性能との比較にとどまって

対してどの程度の影響を与えるか等の直接的な情報は

いる．

得にくい．

特定話者の音声を標準パターンとして登録しておく

一方，文献 16) は発語明瞭度試験にパソコンの音声

以上のような状況から臨床の現場においては，患者

認識ソフトウェアを活用することを想定し，健常者の

の「話しにくい」「舌がもつれる」等の主観的な訴え

発語に対して評価者と音声認識ソフトウェアによる聴

に対し，術者も耳で聞き主観的・定性的に判断して診

取率を比較している．このソフトウェアは，CV（子

断・処置を行っているのが現状である．そのため，義

音＋母音），VC（母音＋子音）を単位とする隠れマル

歯装着後の評価は義歯の安定，疼痛の有無，咀嚼の円

コフモデル（HMM）による認識を行う．単語認識に

滑さ等が基準となり，発語機能の改善に対する意識は

相当する単語明瞭度評価には有用性が認められたが，

患者も術者もいまだに低い．

単音節および二音節の明瞭度評価については評価者

本研究の目的は，義歯もしくは歯冠修復等の補綴治

の聴取能力（94〜97%程度）に遠く及ばない認識結果

療を要する症例に対し，発語機能を簡便かつ的確に診

（48〜79%）となった．そのため，歯科医師がチェア

査して有効な治療に貢献するとともに，補綴治療後の

サイドで発語評価するために必要とする，義歯装着時

効果を評価し，チェアサイドでも可能な客観的診断・

に影響を受けやすい「シ」や「チ」の発音の違いを評

評価法の確立を目指すものである．

価するには不向きである．

具体的には簡便な録音機器とノートパソコンを用い

一般の音声認識がそのままで発語評価システムに使

て，発語時の音声パターンを音素および音素をまたが

用できない理由として，聴取能力の差もあるが，それ

る特徴を表現することのできる 213 種類の統合音声セ

以上にフレームごと（たとえば 8 ms ごと）の識別情

グメントにラベル化する音声認識に基づく発語評価シ

報が得られないために，評価方法を設計できないこと

ステムを作成する1),2) ．

にある．たとえば，患者の前歯部が欠損の場合にはあ

本システムの実用化により歯科臨床で客観的な判定

る音素から次の音素への移行部で息漏れが生じるため，

の難しかった発語の評価が，診療室でも簡便に数値で

無音のような状態が挿入され，通常の音素の遷移と異

呈示されるようになり，どれだけ正確に発音されてい

なることもあるため，その実態をふまえたうえでの評

るかが術者も患者も把握しやすくなった．また義歯を

価方法が必要となる．

製作した際に歯の排列位置や床の厚さの変化にとも

しかし，音声認識技術は従来，単語認識18) や連続

なって生じる話しにくさ等が具体的に分かるようにな

音声認識の技術として取り組まれているものであり，
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音素についての認識結果やフレームごとの音素情報等

科医のニーズを基に具体化した項目である．

は一般には求められていない．また近年，目覚ましく

2.2 発語評価システムの処理方式の概要

性能が向上した連続音声認識技術はパソコン等の文章
入力19) ，いわゆるディクテーションに使用され，高精
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ここで提案する発語評価システムの基本的な処理方
式の流れを図 1 に示す．被験者発語時の音声を入力・

度な音声認識を実現するために環境依存音素 HMM に

記録・音響分析し，その時間–周波数パターンの中か

よる音素モデルの詳細な表現方式が採用されることが

ら，周波数方向および時間方向の局所的変化が強調さ

多い．しかし，この方式についてもフレームごとの結

れた複合音響特徴平面（MAFP）20) パターンを特徴

果を出力するものではないため，今回の検討対象から

抽出する．MAFP パターンの 6 フレームに相当する

除外した．

48 ms の比較的長いセグメントで標準パターンの音声

また，連続音声認識技術では人が会話するときに近

セグメントと照合（マッチング）する統計的マトリク

い，大語彙からなる連続的な音声を単語の連続として

ス量子化21) を行い，音声セグメントにラベル化して

とらえ，隣り合った単語の接続のしやすさ等の言語情

8 ms ごとの情報として表示する．

報を用いている．しかし，言語情報の利用は，発語者
当ではない．さらに，認識性能を上げるために発語者

2.2.1 音 響 分 析
音声をサンプリング周波数 22.050 kHz，量子化ビッ
ト数 16 で A/D 変換し，フレーム長 23.2 ms（ハミン

に学習用の文章を発声させ，システム側がその発語者

グ窓），フレームシフト 8 ms で 512 点 FFT 分析後，

の声に合わせる話者適応を行う場合がある．しかし，

時刻 t における 32 チャンネルの BPF 群出力パラメー

文献 17) の特定話者認識における標準パターンの登録

タ x(t, f ), f = 1, · · · , 32 を作成する．直接・間接に使

の発音を直接評価することを目的とする本研究には適

も同様であるが，話者適応を用いて誰の声でも正しく

用される音声データの範囲をフレームとの関係で図 2

認識しようと試みることによって，かえって評価の基

に示す．

準が動いてしまうことになる．これは，本研究の目的
である発語者の発音が基準に対して適切であるかを評
価する際には，適当ではない．

2.1 音声認識への要求仕様
前述のように音声研究者・技術者の間で一般に研究
開発されている音声認識技術は臨床歯科医師の要求す
る発語評価とは相違するため，そのまま適用すること
はできない．そこで歯科医師と音声認識技術者が連携
し，互いが所持する医歯学的・音声学的な知見と専門
技術を持ち寄り，開発すべき音声認識技術および発語
評価システムの要求仕様を次のようにまとめた．

• 義歯装着にともなう発音障害，誤聴の多いとされ

図 1 発語評価システムの処理概要
Fig. 1 Flowchart of the speech evaluation system.

る摩擦，破擦，破裂音1),3) を組み込んだ単語を被
験語として，義歯装着時，非装着時の発語時の違
いを分析できること
• 発語評価と補綴を専門とする大学等の研究者・歯
科医師に有用な機能を備えるとともに，一般の臨
床歯科医師への普及も考慮した機能を備えること
• 話者適応の必要のない不特定話者認識技術

• フレームごとに音素に関する情報が得られ，それ
にともなって発語が適切な長さで行われているか
等の時間的な情報が得られ，かつ対象となる音素
の評価が可能であること

• 定性的だけでなく定量的な評価が可能
1 番目と 2 番目の項目は歯科医師側から見た直接的
な要求項目であり，3 番目以降は音声認識技術者が歯

図 2 入力音声と特徴量等とのフレームでの対応関係
Fig. 2 Schematic drawing of the input sound waves and
corresponding feature parameters.
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表 1 調音位置と調音方法による単音の分類
Table 1 Phone classiﬁcation by articulatory place and manner.

2.2.2 MAFP による特徴抽出
BPF 群出力パラメータ x(t, f ) の各 3 × 3 近傍に対
して Gm(t, f ), m = 1, · · · , 4 を式 (1) により算出す

G3ˆ(t)，G4ˆ(t) を連結し，時刻 t を中心とした幅 6 フ
レームのマトリクス状に切り出したことに相当する．
2.2.3 統計的マトリクス量子化

ることによって，MAFP（Multiple Acoustic Feature

KL/GPD 競合学習に基づく分類器22) を用いて，
Y (t) を音声セグメントに量子化する．後の量子化は

Plane）が求められる．
Gm(t, f ) =

1
1



幅 6 フレームのマトリクスに対して行われ，統計的な

x(t+i, f +j)gm (i+2, j +2)

i=−1 j=−1

リクス量子化と名付けている．マッチングの際の標準

(1)







0
0
0

1

2
1


g2 = 0

−2 −1

g3 =−1 0





0

1

0

g4 =−1

−1


g1 =−2
−1



0

1

2

マッチング処理によって判定されるため，統計的マト


1

2 1

0 0
−1 −2 −1



1
0

−2 −1

2

1
0

パターンに相当する音声セグメントは，音声学的に意
味のある単位として，環境の異なる様々な音素の形で
登録するとともに，様々な音声事象（音素間遷移/同
時調音的な発声，音素情報を担った有声無気音のよう
な音響イベント等）を記述対象としている．このよう
な様々な音声事象をなるべく忠実に分類するために，

690 種類の音声セグメントを定義し用いている．
KL/GPD 競合学習は特徴選択器と識別器の双方に

G1 は音声勢力の急激な増大もしくは減少，G2 は定

最小分類誤り学習を適用し，部分空間法等の従来手

常音あるいは緩やかに変化する音のスペクトルピーク，

法と同程度の演算量において，従来手法を上回る認識

G3 は急激なスペクトルの上昇，G4 は急激なスペク
トルの下降を表現している．本論文では，MAFP パ

性能を達成する．ここでは，432 次元の特徴ベクトル
Y (t) から特徴選択し，690 種類の音声セグメントと

ラメータ G1 ，G3 ，G4 については，隣接した周波数

マッチングを行う必要があるため，KL/GPD 競合学

帯域のパワーを平均することにより，周波数分解能を

習に基づく分類器を用いることが適当であると考えた．

それぞれ 8，16，16 チャンネルに圧縮し，G1ˆ，G3ˆ，

しかし，690 種類となる量子化結果をそのままユー

G4ˆ を求めている．
MAFP パラメータ G1ˆ(t)，G2 (t)，G3ˆ(t)，G4ˆ(t)

ザに呈示しても，種類が多すぎて専門家といえどもこ

から構成される 72 次元行ベクトル G(t) を定義する．

男声用と女声用に用意した音声セグメントもあるが，

G(t) = (G1ˆ(t, 1), · · · , G1ˆ(t, 8), G2 (t, 1), · · · ,
G2 (t, 32), G3ˆ(t, 1), · · · , G3ˆ(t, 16),
G4ˆ(t, 1), · · · , G4ˆ(t, 16))
(2)
さらに，時刻 t での 432 次元の特徴ベクトル Y(t)
を作成する．

Y (t) = (G(t − 2), · · · , G(t), · · · , G(t + 3)) (3)
式 (3) は ，MAFP パ ラ メ ー タ G1ˆ(t)，G2 (t)，

れを正しく迅速に解釈することは容易ではない．また，
マッチングの際には精度を上げるために必要であるも
のの，これをユーザに区別して呈示することに，大き
な意味がない．そこで，日本語の主要な音素に対して
表 1 に示すようにアルファベット 1 文字を割り当て
て，音声セグメントの種類を反映するために適当な 2
文字の音声セグメントラベルを新たに定義し，表 2 に
示す．したがって 690 種類の音声セグメントが 213 種
類に統合され，これを統合音声セグメントと呼ぶ．
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表 2 統合音声セグメントの一覧
Table 2 List of the integrated phonetic segments.
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子音定常部については$$，［ヒ］の子音定常部につい
ては##と表現する．
境界セグメントは子音セグメントに含まれない，母
音および撥音から別の母音（あるいは撥音）への渡り
や母音から子音の渡りを表現する統合音声セグメント
であり，107 種類ある．たとえば撥音から［イ］への
境界部分は XI と表現される．境界セグメントは人間
の知覚的には子音セグメント，持続性セグメントより
は重要度が低いと思われるが，フレームごとに出力す
る場合には，渡りの部分を表現するために必要となる．
図 2 に示すように 8 ms ごとに得られる統合音声セグ
メントラベルを求めるためには，6 フレーム（48 ms）
の MAFP が直接的には使用されているわけであるが，
遡れば 79 ms という幅広い音声データの情報が反映さ
れている．したがって，統合音声セグメントは 8 ms
の局所的な情報として示しているものの，現象として
は，その 10 倍程度の範囲の影響を含めて表現してい
ることになる．なお，内部の計算自体は音声セグメン
トを基に行われ，ユーザに呈示する前に統合音声セグ
メントに変換される．

3. 発語評価システムと実データへの適用
3.1 発語評価システムの実装
2 章で述べた方式の手順にそった発語評価システム
をソフトウェアプログラムとして開発し，チェアサイ
ドに設置して使用しやすくするため一般的な小型軽量
のノートパソコンにインストールした．本システムを
統合音声セグメントは子音セグメント，持続性セグ

使用している様子を撮影し，図 3 に示す．

メント，境界セグメントに大別し理解するのが適切で

患者等，発語者はヘッドセットタイプのマイクロフォ

ある．基本的には，子音セグメントが音節の頭に出現

ンに向かって指定された被験語を発語すればよい．図 3

したのち，持続性の子音では持続性セグメントが出現

では，チェアサイドで使用してもコードが邪魔になら

する場合もあるが，通例，母音等の持続性セグメント

ず，音声認識に必要な音声帯域を確実に送信できる近

が続き，さらに母音から次の子音への境界セグメント

距離無線通信 BluetoothTM によるワイヤレスヘッド

が続く．

セット「SR-1」を用いている．

子音セグメントは子音から母音への渡りを含む部分

本システムはパソコン上で動作するソフトウェアで

を表現するものであって，
［チ］を示す CI や［サ］を

構成される．認識処理は動作周波数 600 MHz クラス

示す SA 等 83 種類である．ここで，［シ］の子音は

の CPU を搭載した汎用パソコン上で実時間の半分程

［サ］，
［セ］，
［ス］，［ソ］の子音を示す S とは表 1 に

度で処理されており，発語と並行した統合音声セグメ

示すように異なると見なせるので，$を用いて$I と表

ントの逐次出力が可能である．このように，歯科治療

現する．なお，発声頭の母音の始まりを無音から母音

の際にチェアサイドで簡便に患者の音声を記録でき，

への渡りの音ととらえ，子音セグメントの一部とした．

その場で瞬時に義歯装着による発語明瞭度の判定のも

たとえば，発声頭の［イ］の始まりは QI と表現する．

とになる統合音声セグメントラベル列がディスプレイ

持続性セグメントは母音，撥音や持続性のある子音

に表示されるため，補綴処置の効果の判定が可能であ

の定常部を表現しており，23 種類ある．母音について

る．しかも，本システムはノートパソコンで動作する

は［イ］であれば II のように示す．ここで，無声化し

ため簡便で低価格なシステムが実現されたこととなり，

た［イ］，［ウ］はそれぞれ I4 と U4 と示す．［シ］の

大学・民間病院の診療室だけでなく，一般開業医にお
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図 3 発語評価システムと発語（測定）の様子
Fig. 3 Measuring scene with the speech evaluation
system.

May 2005

図 4 健常有歯顎者の［イシマツ］，
［イチマツ］発音時の波形，パ
ワースペクトラムと統合音声セグメントラベル
Fig. 4 Sound waves, power-spectrums and integrated phonetic segment labels during the phonation of [iShimatsu] and [iChimatsu] by a subject with natural
dentition.

いても広く活用されることが期待される．

3.2 統合音声セグメントラベルに対する歯科的知見
日常会話は母音と子音の組合せによって構成される
が，音声音響学的にパターン化しやすい母音に比べ，
子音は雑音成分が多く，その特徴が多岐にわたるため
分類，分析が複雑である．また，会話時の前後のつな
がり，文脈によって瞬間的に声道が調整され，前後の
音声が相互に影響し合う，いわゆる調音結合の影響を
強く受けるため，調音結合を考慮した分析が必要とな
る．本発語評価方式では母音から子音への渡りについ
ては境界セグメントによって表現されている．
歯科臨床においては義歯装着により摩擦音の発語時
に，相手の聞き間違え，いわゆる誤聴が生じやすく，
破擦音や破裂音に誤聴される傾向にある．後続母音が
舌位の高い［シ］，
［ス］は［チ］，
［ツ］に誤聴されや

図 5 無歯顎者の義歯未装着時・装着時の［イシマツ］発音時の比較
Fig. 5 Comparison between with/without a denture of an
edentulous patient during the phonation of [iShimatsu].

すく，［ヒ］は調音範囲が前方に拡大され，舌が口蓋
に強く接触するため［シ］に誤聴されやすい23) ．ま

裂音が生じているのがうかがえる．［シ］と［チ］以

た，［キ］，［ギ］は舌後部側縁が口蓋の後方に押しつ

外のパワースペクトラムでは，両被験語とも同様の周

けられるため，義歯床口蓋部後方が厚いと誤聴されや

波数帯域に濃淡が認められ，同一音で同じフォルマン

すい

23),24)

．

トを示しているのが分かる．次に，図 4 に健常有歯顎

図 4 は健常有歯顎者の被験語分析時の波形データと

者の石松，市松発語時の［シ］と［チ］音に対応する

その認識結果の比較である．被験語は義歯床の影響を

ラベルを抽出し示した．図 4 のラベルは表示上の問題

受けやすい音を第 2 音節に含み，他は同じ音節である

で，フレームごと縦に記述した．“石松［イシマツ］”

“石松［イシマツ］”，“市松［イチマツ］” とした．図 4

の［シ］の評価対象範囲を抜き出すと，

の上段は “石松”，下段は “市松” の分析結果で，上か

$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $I $I $I CI JI JI II
II II II
である．“市松［イチマツ］” の［チ］の評価対象範囲は，

ら順に音声波形，パワースペクトラム，対応する統合
音声セグメントラベル（以下，ラベルと略す）を示す．
の大きな波が続き，高い周波数のパワースペクトラム

CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CI
CI CI $I $I II

が認められるのに対し，下段の［チ］では［イ］の後

である．一般に，
［シ］に関連するラベルは$$，SS，$I

に一瞬息をせき止めた無音の状態があり，［チ］の破

であり，［チ］に関連するのは CC，CI，CU，TI で

音声波形上段の［シ］では［イ］の後にすぐに振幅
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ある．図 4 の［シ］では$$，$I が多く出現し，［チ］
では CC，CI がほとんどで両音ともに明瞭に認識され
ていることが分かる．
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3.3 評価実験とその考察
3.2 節では発語評価・補綴を専門とする歯科医師の
観点で本発語評価システムの有用性が示唆された．こ

次に図 5 は，上顎無歯顎症例の義歯未装着および

こで，発語評価システムの一般の臨床歯科医師への普

装着時の “石松” の発音を比較した．被験者は 56 歳

及を可能とするために，かつ，定量的な評価を可能と

の女性である．図 5 の上段が総義歯未装着時，下段が

するために，評価対象範囲におけるあらかじめ定めて

装着時を示す．未装着では音声波形上で［イ］の次に

おいた適正ラベルと不適正ラベルの出現頻度によって

振幅のほとんどない波形が続き，振幅の大きな［マ］

評価する手法を提案する．

の直前にわずかに［シ］音が低パワーで認められる．
パワースペクトラムについては通常の［シ］音と異な

3.3.1 評価実験 1
被験音は第 1 音節の認識のばらつきを避けるため 3

りその発語の初期で周波数の低い帯域にも信号が認め

音節を発語させ，第 2 音節を認識対象とし，第 1 音

られる．これは被験者の前歯部が欠損のため，摩擦音

節は発語しやすい［ア］音，第 3 音節を識別しやすい

［シ］を産生するために，時間とエネルギーを要する

［カ］音とした．たとえば，評価音節が［シ］の場合に

結果となったことと関係があるとうかがわれる．一方，

は発語する単語は［アシカ］となる．評価対象音節は

総義歯装着時の下段では，
［イ］と［マ］音の間の［シ］

母音と撥音を考慮対象外とした，拗音ならびにヤ行，

音は定常的に振幅が認められ，高い周波数のパワース

パ行を予備実験によって除いたいわゆる直音，54 音

ペクトラムが現れている．逆に［ツ］音は義歯装着時

節である．上記の除外した子音の 40 音節は，予備実

では直前に息のせき止めが認められ，破裂音が力強く

験において認識が難しく，ばらつきが多かったため被

行われていることがうかがわれる．

験音としては不適と判断した．

図 5 で示した無歯顎患者の石松発語時の［シ］発語

被験者は健常歯列を有する男性 7 名である．7 名の

時に抽出されたラベルを義歯未装着時，装着時ならび

うち 5 名については各音節について 3 回ずつ発語さ

に健常有歯顎者について［シ］の評価対象範囲を抜き

せ，2 名については 2 回発語させた．

出し次のように比較した．

歯科治療により発語時の影響を受けやすい音節につ

義歯未装着
## ## ## ## ## I4 I4 ## ## ## I4 I4 I4

いては，文献的にも臨床経験からも特定の音節に限ら

I4 ## I4 ## ## HI SE HI HI HI HI OM II II
HI HI XY II II II

サイドで検査を行うには時間的な制約もあるため，す

義歯装着

どの音節を発語評価に使用するかを次の 2 つの観点で

I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 $$ $I $$ $$ $$ $I $I HI KY

比較し決定した．

UY $I II II NY YU YU YU YU XX

(1)

れることが知られている25)〜29) ．また診療中にチェア
べての音節の評価は不要と考えられる．したがって，

健常有歯顎者

$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $I $I $I CI JI JI II II
II II

健常有歯顎者において十分に適正なラベルが得
られる音節であること

(2)

口腔内の条件を変えた際，出力されるラベルに

義歯未装着時には［ヒ］音にあたる##，HI，無声

も，その変化が現れやすい音節であること
( 1 ) に関する検証はあらかじめ定めておいた適正ラ

［シ］が円滑に発語でき
化した［イ］音の I4 が多く，

ベルと不適正ラベルの出現頻度を比較することによっ

ず息漏れが生じていることがうかがわれる．一方，義

て行った．たとえば，評価音節が歯音の［シ］の場合，

歯装着時には$$，$I が多く認められ［シ］が認識され

適正ラベルは［シ］に対して期待される$$，SS，$I と

ていることが分かる．しかし，比較のために示した健

あらかじめ設定した．不適正ラベルは息漏れにより出

常有歯顎者では$$，$I が安定して現れ，後続の II に

力されると考えられる［ヒ］に対応する##，HI と破

スムーズに移行しているのに比べ，義歯装着者では移

裂音の［チ］に対応する CC，CI，CU，TI に設定し

行部が依然として不安定なことがうかがわれる．した

た．健常者 7 名の発語データから，評価対象となる 54

がって，本システムの認識結果は臨床歯科医師の聴覚

音節の子音区間における適正ラベルと不適正ラベルの

による認識と同様の傾向を示しており，義歯装着によ

出現頻度を分析して順位付けした結果を表 3 に示す．

る発語明瞭度の違いを客観的に評価し，呈示可能な発
語評価システムとしてその有用性が示唆された．

なお，適正ラベル出現率が最も高かったのは 91%の
［ヌ］，最も低かったのは 25%の［フ］であった．

( 2 ) については健常有歯顎者の口蓋に床を装着し発
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表 3 被験者 7 名による各音節の適正度の順位
Table 3 The ranking of each measured syllable by seven
subjects how properly recognized with the speech
evaluation system.

図 6 実験義歯の上面観と横断面図
Fig. 6 Schematic illustration of the experimental denture
(Top and cross-sectional view).

語を難しくさせて，その変化を比較した．その結果，
未装着時（通常時）に適正ラベルが 90%以上出現し，
一致度の高かった「ヌ，ジ，ネ」は床装着時に出力ラ
ベルの変化（悪化）が少ない．一方，未装着時に出現
率が 80%とやや適正ラベルの少なかった歯音で後続母
音がイ音の［シ］は床装着による変化が明瞭に認めら

(a) 被験者 A（上顎全部床義歯）

れた．したがって［シ］を発語評価に使用する対象音
節とした．

3.3.2 評価実験 2
義歯装着者の上顎前歯の排列位置を変えたとき，発
語にどのような影響を与えるかを調べるために，無歯
顎者 1 名と上顎前歯部欠損者 1 名を被験者とし，使用
中の義歯と同じ形態の複製義歯を製作し実験用義歯と
した30) ．この実験用義歯の前歯部にアタッチメント31)
（図 6 参照）を付与し，前歯の被蓋のみ 2 mm，4 mm
頬側（前方）に移動できるよう設定した．被験音には
前述の［シ］を選択し，被験語として “石松［イシマ

(b) 被験者 B（上顎前歯部義歯）
図 7 実験義歯での被蓋付与にともなう各ラベルの出現頻度
Fig. 7 Distribution of each integrated phonetic segment label during the phonation by patients with diﬀerent
buccal overlap of the experimental dentures.

ツ］” を発語させ，適正ラベル（$$，SS，$I）と不適正
ラベル 1（##，HI），不適正ラベル 2（CC，CI，CU，
2)

の距離を増やすと［シ］音の正確な発語が困難となり，

TI）が出力される割合を求めた ．被験者 2 名の分析

息漏れの多い［ヒ］や破裂音の［チ］に誤聴されやす

結果を図 7 (a)，(b) に示す．

くなる傾向にあることが分かった．

現在使用中の義歯と同じ前歯部被蓋（被蓋 0 mm）

一般に/S/発音時には下顎を前方に移動させ，上下

を付与した実験用義歯を装着したときの適正ラベルの

顎前歯の切縁間に 1 mm 前後の隙間を作り，舌を歯列

出現率は被験者 A で 61%，被験者 B で 72%と高く，

内側に接触させ正中部のみ舌背を陥凹させて空隙を作

不適正ラベルは被験者 A で 23%，B で 17%と低い数

り，上下顎前歯間から呼気を強く送り出して音を産生

値を示した．

する25)〜27),32) ．上顎の被蓋を変化させた際には下顎

被蓋を頬側（前方）2 mm，4 mm と増加すると，適

の前方への移動，舌の接触，呼気流動パターンに変化

正ラベルが被験者 A では 50%，40%，被験者 B では

が生じ，被蓋量を増やすほどその対応が難しく，適正

68%，37%と減少し，逆に不適正ラベルは被験者 A で

ラベルの減少，不適正ラベルの増加が生じると考えら

44%，51%，被験者 B で 29%，33%と増加した．
したがって前歯部被蓋を付与して上下顎前歯切縁間

れる．
被験者 A では被蓋量を 2 mm ずつ増やすことによ
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り，約 10%ずつ適正ラベルが減少しているのに対し，

観的評価法を開発した．今後は，本システム・評価法

被験者 B では 2 mm では 4%の減少にとどまってい

を基に義歯装着後の経日的な変化について記録，分析

るものの，2〜4 mm では約 30%もの減少が認められ，

し，患者が新義歯に対してどの程度馴れ，何日で本来

被験者により被蓋変化への適応の仕方に違いがあるこ

の発語機能が回復するか，歯の排列位置，床の厚さが

とがうかがわれる．

旧義歯とどれだけ異なると元の状態に回復できないか

本発語評価システムの歯科医師による使用感は，被

等を検討することにより，補綴処置に対する適応性，

蓋を変えても聴覚上ほとんど識別が困難であったが，

順応性の指標の確立が可能となり，歯科診断，治療に

ラベル表示では顕著に差が表れ前歯部の排列や床の

対する多大なる貢献が期待される．

厚み等，義歯の細かい調整を評価する際にも本システ
ムは十分有用とのことであった．また，適正ラベルが

40%を上回れば聴覚上は問題なく聞こえ，20〜30%で
も前後の音素環境によっては聞こえる場合があること
も分かった．
通常義歯製作時には，ワックス上に人工歯を排列し
て術者と患者とが歯並び，咬合を確認する蝋義歯試適
の作業を完成前の最終ステップとして行う．新義歯製
作の過程において旧義歯の被蓋を参考にして蝋義歯前
歯部排列を行い，本システムを用いてチェアサイドで
発語検査を行えば，発語時に違和感が少なく，他者も
聞き取りやすい義歯を効率良く製作することが可能と
なり，装着時の調整も減り，チェアタイム（治療時間）
の短縮化が図れる可能性が示唆された．

4. お わ り に
発語時の音声パターンを統合音声セグメントラベル
化し，チェアサイドでも診査可能な発語評価システム
を開発した．本システムは次の特徴がある．

• 義歯装着にともなう発音障害，誤聴の多いとされ
る摩擦音［シ］を発語評価の対象音節として組み
込んだ単語を被験語として，義歯装着，非装着時
の発語の違いおよび新義歯と旧義歯の比較，治療
効果を判別できる．

• 男女の別を入力すれば，トレーニング等の必要が
ない完全な不特定話者音声認識となっている．
• フレームごとのミクロな識別がなされるため，時
間方向の情報も得られるとともに，評価対象範囲
の適正/不適正ラベルの割合によって，音素に対
する定量的な評価がマクロに行える．
本来，音素単位の識別はきわめて難しいが，
「産」の
音声認識技術者が統合音声セグメントを提案し，
「学」
の大学歯科医師がこの統合音声セグメントの特性を考
慮しつつ，有効な発語評価法を考案した．産学連携を
効果的に機能させることによって，従来の歯科では困
難とされたチェアサイドで義歯もしくは歯冠修復等の
補綴治療を要する症例に対し，発語機能を簡便かつ的
確に診査することが可能な発語評価システムおよび客
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