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はじめに
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大学で教えるのは簡単ではない」という現状が
ある。音声を記述・分析する上で，
「調音点」や

喉 頭 癌 や ALS（Amyotrophic Lateral Sclerosis：

「調音法」といった概念は「なぜ」必要なのかを

筋萎縮性側索硬化症）や MSA（Multiple System

理解するのは，学生にとって必ずしも簡単ではな

Atrophy：多系統萎縮症）のような神経難病の進

い。また，音響音声学を学ぶためには最低限の数

行などにより，人工呼吸器の装着を余儀なくさ

学・物理（特に波に関する物理や三角関数・対数

れ，自分の声を失う患者様がいる。このような患

関数）の理解が必要となる。さらに，知覚音声学

者様の日本語の基本モーラを，声が失われる前に

にも統計学的知識が必要となることが多い。音声

録音しておき，パソコンに打ち込まれた文を，そ

学を学ぶ多くの学生がいわゆる「文系」の学生で

のモーラを基に再生する「マイボイス」という

あることも影響して，音声学に対する学びのハー

ソフトがある（川原ほか 2015，川原・本間・吉

ドルを高くしている。加えて「音声学（または言

村・ 荒 井 2016， 萩 原 2013， 本 間・ 長 尾 2013，

語学一般）が実際にどのように社会貢献するの

Kawahara, Homma, Yoshimura and Arai 2016 ほか）。

か」という疑問を持っている学生は少なくない。

上記のような神経難病の患者様だけでなく，脳性

しかし，我々の経験ではマイボイスを題材として

麻痺が原因で，普段はっきりとした発音が困難な

音声学を紹介することで，この問題が多少なりと

患者様でも，録音時にモーラ一つ一つをゆっくり

も改善される。本稿では，実際に聞かれた学生の

録音しておくことで，マイボイスを使用でき，平

声を引用しながら，「マイボイスが大学における

常時のコミュニケーションに役立てることもでき

音声学教育に与え得る可能性」に関して議論を進

る。このソフトは無料で提供されており ，自分

めていく。

1）

の声を必要とする多くの患者様が使用している。
このマイボイスプロジェクトは，医療の場に携わ

2.

マイボイスとは

る作業療法士と，大学で研究をしている音声学者
が協力して行っている産学共同の試みである。マ

本章では，背景としてマイボイスの機能を簡単

イボイスの音声学的・看護学的な意義について

に紹介する（詳細は，川原ほか 2015, 2016, Kawa-

は過去にも研究論文があるが（川原ほか 2015，

hara et al. 2016 などを参照）マイボイスの土台に

2016，萩原 2013，本間・長尾 2013，Kawahara et

なっているのは，HeartyLadder というキーボード

al. 2016），我々のこれまでの経験で，マイボイス

入力支援システムである（吉村 2001）。このソフ

は音声学教育にとっても非常に大きな意義がある

トは，パソコンのスクリーン上にキーボードを表

ことがわかっている。本稿では，このマイボイス

示し，手先が動かなくても，様々な方法で「キー

が大学教育にどう貢献するかに焦点を絞って議論

ボード入力」を可能とする。マウスを使った入力

する。

をはじめとして，日本語の文字盤を少しずつ分

本稿における一つの問題意識として「音声学を

割していき，最終的に文字を入力できるシステ
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ムも備えている。現在は Tobii のアイトラッキン

イスに関するテレビドキュメンタリーなども参考

グシステムを用いることで視線入力に対応した

資料として使う。実際に学生が書いた手紙（の

HeartyAI という機能も公開されている。

一部）は，マイボイスの開発者である吉村氏や患

マ イ ボ イ ス は，HeartyLadder で 入 力 さ れ た 文

者様と直接に接している本間氏に送り，たいてい

を，あらかじめ録音された患者様の声を基に再生

の場合，両氏は返事をくれる。医療の現場で活

する。指定されたフォルダーの中に患者様が発

躍し，テレビにも出演している二人から生の返事

音した日本語の基本（C）V モーラの音声ファイル

をもらえることは学生にとって大きな刺激とな

を保存しておくと，その音声を基に文が再生され

る 2）。極端な例だが，音声学に全く興味を示さな

る。この仕組みによって，患者様自身の声でのコ

かった学生がマイボイスの授業を機会に音声学

ミュニケーションが可能となる。この「自分の声

を真面目に学び出したこともあった（一例として

で介護者様とコミュニケーションをとり続けら

3.7 節を参照）。

れる」ということは闘病生活を送る患者様にとっ
て，大きな心の支えとなっている。

以下では，マイボイスがどのように音声学の理
解に役に立っているのかを紹介する。学生たちが

ALS の患者様の中には「気管切開をして自分の

マイボイスを通して音声学に関してどのような印

声を失うくらいであれば死を選ぶ」という方も少

象を受けたのか，できるだけ直接伝えるため，彼

なくない。そのような状況下で，マイボイスは気

らの生の声を（表現を一部修正した上で）できる

管切開をしたとしても，自分の声で発話を続けら

だけ引用しながら議論を進める。

れるチャンスを提供する。ある患者様の声を引用

学生の中には親戚の中に ALS の患者がいたり，

すると「私にとって，声の保存は生きる決意を固

また，ALS でなくても祖父母の介護を目の当た

めるプロセスでもありました。録音するフレーズ

りにしており，「マイボイスのことをもっと早く

を考えたり，マイボイスの使い方に慣れたりする

知っていたかった」という声も時々聞かれる。た

ことによって，必然的に声を失った後の生活を考

とえば，「マイボイスはもっと知られるべきもの

えました。そのおかげもあって，2011 年秋の気

だと思いました。祖母がパーキンソン病で，声が

管切開と呼吸器装着を躊躇なく決断することがで

聞きとりにくい状況でした。マイボイスを知って

きました」。この患者様にとって，マイボイスに

いたら，違ったのかなぁ」（慶應義塾大学）。授業

よって自分の声を使い続けれられるというのは，

中に音声学や言語学に対してそこまで熱心に取り

人工呼吸器の装着を後押しする結果になった。文

組んでいなくても，マイボイスに関しては真剣に

字どおりマイボイスがこの患者様の命を救ったの

受け止める学生も少なくない。以下の節でマイボ

である。この患者様は HeartyAI やマイボイスを

イスの教育的効果についてより具体的に述べてい

使って現在も生活しており，さらには病床にて小

く。

説を執筆し，2016 年 5 月には内田康夫ミステリー
文学賞を受賞した。

3.1

調音点・調音法の理解

調音点・調音法は音声学の基本的な概念である

3.

マイボイスの教育的効果

が，この概念にぴんとこない学生もいる。なぜそ
のような概念を用いて音声を定義しなければな

我々は，マイボイスプロジェクトを言語学入門

らないのか理解できないのである。学生に IPA の

や音声学の授業の中で紹介し，その感想をマイボ

図を覚えさせようとすればなおさらである（第一

イスの開発者たちへの手紙として書いてもらって

著者も学生の時に同じ疑問を持った）。そのよう

いる。対象の学生には理工学部の学生も含まれ

な学生に対し，脳性麻痺の患者様のマイボイスを

るが，多くは文系の学生である。その際，マイボ

作成している方々の奮闘記を紹介すると非常に有
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図1

第 4 回マイボイスワークショップで発表された，脳性麻痺の患者様のマイボイス作りの奮闘記
（発表は森ノ宮医療大学の小林貴代氏による）
（b）の写真は患者様本人の承諾を得て掲載。この図は川原ほか 2016 にも掲載している。

効である（図 1）。脳性麻痺の患者様は調音器官

例として，この解説を聞いた学生の声を引用す

の運動が自律的にコントロールできないことが多

る。「今までは音声学に関して，ただなんとなく

い。図 1（a）に示しているのは，介護者様たちが

興味があるだけで，何に役立っているかやどんな

日本語の調音をいかに彼に行わせるかの議論をし

人達に必要とされているかは考えたことがありま

ている会話のスレッドである。

せんでした。調音法や調音点の話もただ納得する

図 1（a）から様々な工夫が見て取れる。たとえ

だけで終わっていました。しかし，今回の講演で

ば「 カ 行（＝/k/）」 は 舌 の 前 で 締 め が 起 き て し

音声学が役立ち多くの人に希望を与えるマイボイ

まってはならないので，舌の前部をスプーンで抑

スのことを知っ（てこれからの音声学の学び方が

える。「サ行（＝/s/）」は摩擦を起こすのが必要に

変わると思いました）」（慶應義塾大学）。

なるので，彼が摩擦を起こしやすい位置に舌を
持ってきてやる。また，余計な鼻腔からの空気

3.2

日本語音声特徴の理解

の流れを抑えるために，鼻を摘まむ（図 1（b）参

マイボイスでは日本語の音声的な特徴を再現す

照）
。この例によって，日本語の発音の調音点や

るために様々な工夫が施されている。たとえば，

調音法を知っておくことが，いかに彼の発音の録

日本語（東京方言）は高低アクセントであり，基

音に役に立っているかが具体的にわかる。

本的に高い（＝H）と低い（＝L）の区別ができ
— 15 —
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れば良い。マイボイスは，アクセント辞書およ
び H 音素

3）

の音声特徴の理解をより深めることができる。

と L 音素を作るシステムを内蔵してお

り，日本語のアクセントを再現できる。たとえ

3.3

Zero-crossing, Overlap & Add 法，dB の理解

マイボイスでは，患者様が発音したモーラを

ば，
「雨」は H 音素 L 音素の順番で，「飴」は L 音
素 H 音素の順番で合成する。この説明によって，

一つ一つ切り出し，その上で音量や長さを調整

日本語の高低アクセントシステムの解説ができ

する。まず切り出し作業の時に，音声波形が 0

る。さらには，日本語ではアクセント核にあたる
H*L の H* は，（たとえば平板化アクセントに現れ

を横切る zero-crossing point で切り出すことが重

るような）ほかの H よりも高く実現される（Pier-

（transient sound） が 出 て し ま う。Zero-crossing で

rehumbert and Beckman 1988）。マイボイスはこの

切り出した音とそうでない音を学生に聞かせるこ

アクセント核の直前の上がりを実現するメカニズ

とで，この手法の重要性を学生に伝えることがで

ムも内蔵している。このような説明によって，学

きる。

要になる。そうしないと，再生した時に過渡音

また，現在のマイボイスでは，モーラの持続長

生は日本語のアクセントの音声的特徴を理解でき

は F0 を変えないように Overlap and Add 法を用い

る。
また，マイボイスの録音は基本的にはモーラ単

る。また，音量レベルは dB を単位にして調整す

位で行われるが，患者様に余裕がある場合，撥音

る。このような音声分析をマイボイスを用いて

は前のモーラと一緒に録音することを勧めてい

解説するのも有効である。特に dB は対数関数を

る。つまり，「新幹線」を例にとると「し・ん・

使って定義されるため，定義だけ教えると尻込み

か・ん・せ・ん」と録音するのではなく，
「しん・

してしまう学生もいる。しかし，「患者様の声の

かん・せん」と録音した方がより良い録音が取れ

大きさを後から調節することができる」と教える

るということである。これはすなわち，日本語に

と，dB の意義が具体的に伝わる。

は音節が存在し，撥音は前のモーラと同じ音節に
属することで，前の母音を鼻音化したり伸ばした

3.4

自分の声の大切さ

りすることを示している（Campbell 1999, Kawa-

マイボイスはある意味，伝統的な音声学ではな

hara 2016, Vance 2013）。このように，マイボイス

かなか扱われない「個人の声の特徴」を大事にす

を通して日本語の音声的，音韻的な特徴を実際に

る。音声学では，学問の特性上，一般化を目指す

理解することができるのである。

ため，個々の特徴は捨象される傾向にある。し

もう一つの例としてあげられるのは，日本語の

かし，そんな音声学の授業の中でも「自分の声の

促音の特徴である。旧版のマイボイスでは，破裂

大事さ」をとても考えさせられた，という声が聞

音の前の促音も摩擦音の前の促音も，無音で表現

こえる。たとえば，「日常生活におけるコミュニ

していた。この方法でも，促音として聞こえる

ケーションの大切さというのは，よくわかる気が

が，摩擦音の前の促音は摩擦の延長であるという

しますが，それを “自分の声” でする意味につい

ことを音声学者が指摘したところ，摩擦音促音の

ては，この講義の中で，患者さんの思いや意志を

音質改善につながった。また，日本語では促音の

知らなかったら，わからなかった気がします」
（国

前の母音は伸びることが観察されているが（Ide-

際基督教大学）。「（母親の声は）聞けるだけで安

maru and Guion 2008, Kawahara 2015, 2016），この

心するし，彼氏の声を聴くだけで嬉しくなること

特徴をマイボイスに取り込むことで，マイボイス

もあるし，声は人になくてはならないものだと実

の促音がよりはっきりとした。このように音声学

感するシーンは（略）いくつも思いつきます」（首

の知見がマイボイスの質の改善にどのようにつな

都大学東京）。自分や自分に近しい人の声の大切

がったかを解説することを通して，学生は日本語

さを学生に実感してもらうためには，マイボイス
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は非常に効果的である。また，患者様を自分の

性があると知って感動しました。（略）将来は何か

親と重ねて，家族との繋がりの大切を再認識し，

困っている人の助けになりうるプログラミングが

「個々人の声の大切さ」を再認識した学生もいた。

できるようになります」（国際基督教大学）。「漠
然とものづくりがしたいなと思い具体的なことは

3.5

音声学・言語学の社会的意義

あまり考えずに理工学部に入学しました。しか

音声学や言語学を専門する学生の中で「楽しい

し，マイボイスの話を聞いて自分もこんな風に誰

からやっているけれど，これがどのように役に立

かの役に立ち，誰かの人生を少しでも明るくでき

つのかわからない，という悩みがあった」という

るようなものづくりに携わりたいという思うよう

声が意外に多く聞かれる。そんな中でマイボイス

になりました」（慶應義塾大学）。さらには「技術

は，言語学が社会に貢献できる具体的な例を学生

的協力はできないと思うので，自分の声と似た患

に提示する。「私自身が言語学は，そんなに社会

者さんのために声を提供できます」というような

に直接役立つ学問分野だとは思っていませんでし

声まで聞かれた（慶應義塾大学）。マイボイスは，

た。しかし初めて “社会との架け橋” になるよう

社会に対して自分なりに何ができるのか学生に考

なものへ貢献できるという可能性を感じることが

えさせる機会を与えている。

できました」（慶應義塾大学）。「自分の将来を考
える上で新しい発見をすることができました」
（国

3.7

音声学を超えて

際基督教大学）。「（講義の後に）考えたのは，言

マイボイスは，音声学に限らず，一般的な学び

語学の社会貢献の仕方はどうあるべきかというこ

に対する姿勢すら刺激することがある。「（今の大

とについてです」（国際基督教大学）「（略）このよ

学に入ったのも，今の専攻を選んだのも，本意か

うな角度から患者の方や社会に貢献する方法があ

らではありませんでした。そんなわけで今まで学

るということをもう少し早く知っていたら良かっ

問に対してやる気が出ませんでした）学んでいる

たと思う（略）」（首都大学東京）。マイボイスは音

学問が実際に役立っている光景を目にして自分が

声学や言語学が実際の社会にどのように役に立つ

学ぶ上でのモチベーションが変わる予感がしてい

のか，学生に考えさせる材料となるのである（も

ます。何となく興味を持てなくもないと思いなが

ちろんマイボイスだけが音声学が社会に貢献でき

らも拒絶をしたい気持ちがありましたが，もっと

る唯一の道ではない。未記述方言の記述や，言語

意欲的に取り組んでいこうと思えました」（首都

聴覚士の教育，第二言語教育，音声合成，音声認

大学東京）4）。「マイボイスは命そのものだなと感

識，騒音制御など，音声学が社会に貢献している

じました。みなさんの夢に向かって頑張る姿，諦

面はほかにもたくさんある）。

めない姿，そして助け合う姿が，私のこれからの
将来に向けての力になりました。ありがとうござ

3.6

何か自分にできること

いました」（目白大学）。「自分が身につけた知識

また，録音の方法などについて，講義で新たに

を社会に貢献できる，そんな人になりたいと強く

得た知識や元々持っていた知識を用い，改善点

思った」（目白大学）。またある学生は，理工学

を提示する学生も少なからずいた。「私自身軽音

部に所属しており，パソコンや機械が相手の勉強

サークルでシンセサイダーをやっていて，音の編

が多かったが，「人と接する学問を学ぶ機会がも

集をよくしているので，とても興味を持って聞く

らえて刺激になった」と言っている（慶應義塾大

ことができ，また自分にも何かできることがあれ

学）5）。3.6 節で紹介した例のようにプログラミン

ばいいなと思いました」（首都大学東京）
。「今回

グを専攻する学生が，マイボイスに触発された例

のマイボイスのビデオを見てプログラミングに

もある。このように，マイボイスは音声学の学び

よって困っている人々を助けることができる可能

だけでなく，大学での学びの動機付け一般に強く
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のであった。両名に共通して「より質が良くなっ

影響する可能性を持っている。

た」と判断された周波数帯フィルターはなかった

さらなる発展

4.

ものの，両名とも「より質が良くなった」とする
フィルターは存在した。この結果は，患者様の声

多くの学生は授業でマイボイスに触れるのに
とどまるが，興味を持ってさらにマイボイスプ

によって特定の周波数帯を強調すればマイボイス
の聞こえが良くなる可能性を示唆している。

ロジェクトに関わり，卒業論文や修士論文で取
り組むケースも出てきている。以下に具体例を

4.3

吉岡（2015, in progress）

交えながら，それらの学生の研究を紹介する。萩

吉岡麻里子さんも上智大学理工学部の学生であ

原（2013）もマイボイスに関する卒業論文（首都

り，卒業論文では，F0 のばらつきがマイボイス

大学東京）ではあるが，音声学ではなく看護学の

の聞き取りやすさにどのように影響を受けるのか

観点から書かれている。また，Arayama（2016）

を研究した（吉岡 2015）。この研究によって，基

も英語専攻の卒業論文（大阪大学）で，マイボイ

本周波数を揃えて録音することで，マイボイスの

スに関する考察を含んでいるが，我々の直接の学

自然性が向上することが確認された。また，録音

生ではないので，ここでは扱わない。

時にばらつきがある場合でも，基本周波数を録音
後に揃えることで，自然性が向上する可能性があ

4.1

土谷（2016）

ることも確認された。彼女は修士論文でも引き続

土谷澪さんは，慶應義塾大学理工学部の学生

き，ほかの音響的特性（たとえば発話速度）がど

で，マイボイスプロジェクトの補助を 2014 年か

のようにマイボイスの聞き取りやすさに影響する

ら行ってくれていた。本間氏の所属する東京都立

かを研究している。

神経病院にも見学に行き，実際の患者様と触れ合
い，自分自身のマイボイスも作った。マイボイス

4.4

田村・皆川（2015），田村（2016）

に興味を持った彼女は，患者様や関係者が集まる

田村友梨乃さんは慶應義塾大学心理学専攻の学

ワークショップにて参加者からのアンケートを

生で，自身の声を用いてコミュニケーションをす

取り，その結果を基に慶應義塾大学のアカデミッ

る意義について脳科学的に明らかにする実験を

ク・スキルズのプレゼンコンペティションに参加

行った（田村・皆川 2015，田村 2016）。聴覚刺

した。発表では，ただのマイボイスの紹介にとど

激として自身の声，家族の声，他人の声，人工音

まらず，声を失った患者様たちのマイボイスの使

声の 4 条件によるセンテンス読み上げ音声を呈示

用率などを独自に調査し，また自ら実施したアン

し，実験参加者に音声は人工音であるか否かの反

ケート結果も詳細に分析した。自分なりに「自分

応を求めた。この音声聴取時の脳活動を近赤外分

の声を残すということはどういうことか」を考察

光法（NIRS; Near-Infrared Spectroscopy）を用いて

し，結果として見事金賞を得た。

前頭部から側頭部にかけて計測した。結果，どの
条件においても声の同定に強く関係するボイスエ

4.2

大月（2014）

リアと呼ばれる上側頭溝近傍が有意な活動を示

大月春花さんは上智大学理工学部の学生であ

し，特に右半球のボイスエリアの活動が強かっ

り，卒業論文でマイボイスによってつくられた音

た。一方で下前頭回（ブローカ野）に特に自分の

声に，様々な周波数帯フィルター処理をかけ，一

声，家族の声，他人の声で強い活動が見られたの

部の周波数帯を強調し，患者様自身にどのような

で，これらの 3 条件（人の声条件）と人工音声で

フィルタ処理が効果があるかを判断してもらった

検定を行ったところ，前者が有意に強い活動を起

（大月 2014）。使用した音声は 2 人の患者様のも

こしていた。以上のことは，自然な人工音声は人
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の音声と同様にボイスエリアにて処理されるが，

ジェクトなのである。

音声処理の背側経路の一部であるブローカ野には

〔付記〕

関与しないことを示す。人の声条件のみに対する
このブローカ野の活動は音声知覚における調音運
動の参照とも考えられる。この実験自体では音声
親密度の効果あるいは自身の声に対する特異的反
応を示すことはできなかったが，声帯音源が自然
な音声として脳の中でも捉えられている可能性を
示唆した。

5.

結論
音声学は「文系」の学生にとって学びやすい学

問ではないが，マイボイスは色々な意味で，音声
学の教育に貢献してくれる。（医学系や社会福祉

マイボイスに関わっている（関わったことのある）
患者様・介護者様・作業療法士様すべての方に感謝い
たします。特に吉村隆樹さんと本間武蔵さんにはマイ
ボイスを通して，大学の教育に協力していただいて
おり，ここに感謝を捧げます。また 2 名の匿名査読者
および竹村亜紀子氏から有用なコメントをいただき
ました。また本論文は，2016 年日本音声学会第 30 回
大会の予稿集論文に加筆修正を加えたものです。本
研究は福澤諭吉記念慶應義塾学事振興基金（PI：川
原），JSPS 科学研究費 #26284059（PI：川原），および
慶應義塾大学戦略的研究基盤形成支援事業（PI：皆川
の支援を受けています。マイボイスプロジェクトのま
とめは，http://user.keio.ac.jp/˜kawahara/myvoice.html で公
開しています（最終確認，2016/9/3）。

系の学生を除き）日本の大学生にとって医療の

〔注〕

現場に直接触れられる機会は稀であり，貴重な

1） マ イ ボ イ ス は 以 下 の URL よ り ダ ウ ン ロ ー ド
可 能：http://takaki.la.coocan.jp/hearty/（ 最 終 確 認，
2016/9/3）
2） 医療の現場でマイボイスを実際に使っている
本間氏や，マイボイスの開発者の吉村氏にとって
も，若い学生からの生の声は励みになっている。
実際に本間氏が「若い学生がマイボイスプロジェ
クトに対してどのように感じるか知りたい」とい
うことで，慶應義塾大学の言語学入門の授業でゲ
スト講演を行ったこともある。
3） マイボイスでは基本的にモーラ単位で録音・
編集・再生を行うため，モーラを「音素」と呼ぶ。
H 音素は基本周波数を高くした（High）音素であ
り，L 音素は基本周波数を低くした（Low）音素で
ある（川原ほか 2015, 2016）。
4） この学生の手紙はマイボイスを使用している
患者様にも送り，返事としてエールを送っていた
だいた。
5） 以下の URL からこの学生のインタビューが視
聴 で き る：http://youtu.be/-qWTZXhwP8A（ 最 終 確
認，2016/9/3）

体験となる。マイボイスによって「自分の声の大
切さ」や「音声学のおもしろさ」に気づき，また
「学問と社会の実際の繋がり」を実感してもらう
ことは，音声教育にとって非常に意義がある。ま
た，
「文系」学問に対する風当たりが強い現在，
音声学が具体的にどのように世の中の役に立つこ
とができるのか明示的に学生に示していくこと
は，大学における音声学の位置付けにも，今後良
い影響があるのではないだろうか。
また，マイボイスは，音声学がほかの学問分野
に関わっている姿を体現している。マイボイスは
ソフトウェアであるため，情報工学（プログラム
ミング技術）と関わる。また，使用者は難病患者
様であるために，看護や医療とも密接に連携して
いる。4.4 節で紹介したような心理学的な考察も
可能であるし，3.2 節で述べたような「日本語の
音節構造」といった音韻論的考察もマイボイスの
発展には不可欠である。また 3.7 節で述べたよう
に，マイボイスの紹介は学生の大学での「学びの
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