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	 聴覚障害には、生まれつき障害がある先天性聴覚障害と、生後何らかの原因で障害が生じる後天性聴覚障害がある。

先天性聴覚障害は新生児の 1000 人に 1 人の割合で誕生している。また、近年、後天性聴覚障害の一種である騒音性

難聴や突発性難聴などが注目されている。しかし、健聴者は、「音が聞こえづらい」という状態がどのようなものであ

るか想像しづらいために、その症状と派生して生じる聴覚障害者の悩みや不便に感じることを状況に応じて判断しに

くいようである。健聴者が聴覚障害を理解し、より身近に感じられるようになるためには、難聴を疑似体験すること

が一番の近道になるのではないかと考えた。そこで、本研究では、難聴を疑似体験できるソフト HearLoss を利用し、

聴覚障害者の QOL 向上のために授業例を考案することを目的とした。作成した授業例を用いて模擬授業を行ったと

ころ、「聴覚障害者の聞こえを知ることができた」や「興味が持てた」などのアンケート結果が得られた。「聞こえな

い・聞こえにくい」という障がいは、身体的な障がい、つまり聴覚障がい者自身の障がいだが、そこから生じるコミ

ュニケーションの障がいは、健聴者の誤った認識や誤解が生み出しており、社会が作った障がいである。聴覚障がい

という障がいそのものの治療には限界があったとしても、コミュニケーション障がいは周囲の人々によって改善でき

るのではないかと考えられる。 

 

 

はじめに 

 

	 聴覚障がいには、生まれつき障がいがある先天性聴覚障がいと、生後何らかの原因で障がいが生

じる後天性聴覚障がいがある 1)。先天性聴覚障がいは様々な先天性疾患の中でも最も頻度の高い疾

患に属し、実に新生児の 1000 人に 1 人の割合で誕生している 2)。また、近年、後天性聴覚障が
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いの一種である騒音性難聴や突発性難聴などが注目されている。しかし、聴覚障がい者の「聞こえ

ない・聞こえにくい」という症状は健聴者にとって具体的にイメージしづらいものであり、聴覚障

がいに対する正しい知識や認識が、未だ得られていない。また、聴覚障がい者は一見してその障が

いが分からず、そのため周囲の人々に気づいてもらえないばかりか、「話しかけたのに無視をされた」

と誤解されてしまうことや、自分の伝えたいことを周囲に正確に伝えられないという経験をしてい

ることが多い。 

	 聴覚障がいには、聞こえにくい声や音があったり、状況によって聞き取りづらいことがあったり

と、人によって様々な聞こえ方がある。聞こえの程度も軽度から重度まで様々である。当教室で行

った調査では、「聴覚障がいを持つ人は音がどのように聞こえていると思いますか。」という質問に

対して、「音が小さく聞こえる」と回答した者は 65.3%、「ぼやけて聞こえる」と回答した者は 59.8% 

と過半数に達したのに対し、「途切れて聞こえる」や「雑音が入って聞こえる」と回答した者はとも

に 20% 前後であり認知度が低いということが明らかになった 3)。補聴器の効果についても正しく

回答した者は少なく認識が低かった。補聴器は音を大きくする機械であるため、難聴の症状や、状

況によっては効果を十分に発揮できないことがある。聴覚障がい者は補聴器をつけていれば音が明

確に聞こえていると誤解されることが多いが、健聴者は「補聴器は難聴者の支援として万能ではな

い」ということを理解する必要がある。 

	 このように、健聴者は「音が聞こえづらい」という状態がどのようなものであるか想像しづらい

ために、その症状と派生して生じる聴覚障がい者の悩みや不便に感じることを状況に応じて判断し

にくいようである。このような点を改善していくことによって、健聴者と聴覚障がい者はもっと歩

み寄り、お互いを理解しあうことができるのではないだろうか。こうした現状を踏まえ、健聴者が

聴覚障がいという症状や聴覚障がい者の心に対して理解を深められるようにするためには、学校と

いう場を活用して聴覚障がいを知る機会を持つことが一つの手段となり得ると考えられる。 

	 健聴者が聴覚障がいを理解し、より身近に感じられるようになるためには、難聴を疑似体験する

ことが一番の近道になるのではないかと考えた。その体験から、健聴者が聴覚障がい者のニーズや

自分自身にできる支援について考えることが重要である。そこで、本研究では、難聴を疑似体験で

きるソフトを有効に利用し、聴覚障がい者の QOL 向上のために学校教育でどのような働きかけが

できるかを考案することを目的とした。 
 

 

方法 

 

難聴体験ソフト「HearLoss」を改良し、それを用いた授業例を考案した。 

 

[1]	 HearLoss 
HearLoss とは 
	 HearLossは、Department of Speech, Hearing and Phonetic Sciences, Division of Psychology and Language 

Sciences, University College Londonで開発された Windows PC 用のパソコンプログラムであり、健聴

者に対して聴力損失の影響を示すためのものである。つまり、HearLossを用いて、健聴者が難聴を



嶋田・石原：聴覚障害理解のための新規教育方法の考案 

 - 221 - 

疑似体験することができるのである。小さい音が聞こえないとどのように聞こえるのか、高音が聞

こえないとどのように聞こえるのか、音が明瞭に聞こえないとはどのような感じなのかということ

を体験できる。 

 

 
図 1.	 HearLoss 

 

 

HearLossの使用方法 
	 HearLossは、Department of Speech, Hearing and Phonetic Sciences, Division of Psychology and Language 

Sciences, University College London のホームページ (http://www.phon.ucl.ac.uk/resource/hearloss/) 内か

らダウンロードした。プログラムには以下の 2 種類がある。 

 

	 音声サンプルデータの入ったプログラム 

	 	 	 ftp://ftp.phon.ucl.ac.uk/pub/sfs/hearloss/hearloss100.exe  

	 音声サンプルデータの入っていないプログラム 

	 	 	 ftp://ftp.phon.ucl.ac.uk/pub/sfs/hearloss/hearloss.exe 

 

	 音声サンプルデータの入ったプログラムをダウンロードすると、そのプログラムには Speech、

Music、Noise の音声サンプルがすでに入っているためそのまま再生することができる。ただし、こ

れらの音声は日本語ではない。一方、音声サンプルデータの入っていないプログラムをダウンロー

ドした場合、利用者が音声データを入れることができるため目的に応じたオリジナルのデータを作

ることができる。 

オリジナルのデータを設定するには、サウンドファイルの保存形式を WAV ファイルにする必要

がある。変換方法の一例は以下の通りである。 

① パソコンにCD等から音源を取り込む。この時、CDから取り込んだファイルの形式はOpen 

MG Audioとなっている。 

② Rip!AudiCO (ver 4.03 フリーウェア版) を http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se202196.html 

からダウンロードし、音源をWAVファイルに変換する。Rip!AudiCO は、MP3 や WMA
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ファイル形式から WAV ファイルへの変換も可能である。 

 
 

図2.	 Rip!AudiCO 
 

③ ファイル名を「speech」「music」「noise」のいずれかに設定する。 

④ 変換したオーディオファイルは、HearLossが保存されているフォルダ内に保存する。 

⑤ Zoom社製録音機器「Handy VideoRecorder Q3」で音声等を録音した。この場合、パソコン

にデータを取り込むと、WAVファイル形式になるため、そのまま HearLossに用いること

ができる。 

 

	 本研究では、上述した方法で音声サンプルデータの入っていない HearLossプログラムファイル

をダウンロードして以下の音声ファイルを使用した。 

	 	 Speech：女子学生二人による朗読 

	 	 Music：ドラマ「ライアーゲーム」より	 サウンドトラック 

	 	 Noise：休み時間中の教室の雑音 

 

	 これらの設定したオーディオファイルを再生し、以下の項目をコントロールすることで、聴力障

がいの影響を擬似的に再現した。 

 

 

表1.	 HearLossにおいて変化させることのできる項目 
Amplitude Sensitivity 音の大きさへの感度 

これを下げていくと小さい音から聞こえなくなっていく。 

Frequency Range 周波数帯 

これを下げていくと大きい音から聞こえなくなっていく。 

Spectral Detail スペクトル情報 

これを下げていくと音の明瞭度が下がっていく。 
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図3.	 HearLossによる聞こえの範囲の変化 

	 

	 

[2]	 作成した授業例を用いた模擬授業 
	 HearLoss を活用した授業例を考案し、当学部養護教諭養成課程に在籍する学生に対して模擬授業

を行った。授業後にアンケートを行い集計した。内容は理解度と感想である。 

 

 

結果 

 

[1]	 HearLoss での音声ファイルの作成 
	 HearLoss をダウンロードする際、音声サンプルデータの入ったプログラムをダウンロードすると、

その音声サンプルデータの Speech は英語となる。そこで、日本人がより分かりやすいものとなる

ように日本語での朗読を録音して Speech に用いた。Musicには、低音から高音まで音域が幅広い

ものを選曲し、聴力障がいの影響が顕著に感じられるものにした。また、Noise には、聴覚障がい

児・生徒が普段どのような音の中で学校生活を送っているのかを少しでも想像できるように教室の

休み時間の様子を録音した音源を作成した。 

 
[2]	 授業例の作成 
	 健聴者が聴覚障がい者に対しての支援のあり方を考えるきっかけとして、HearLoss を有効に利用

するために一つの授業例を作成した。 

	 今回の授業例は、小学校高学年を対象としており、複雑な聴覚器の構造や音の伝わり方を簡単な

言葉に置き換えて説明している。当教室で行った調査において、これまでの生活の中で聴覚障がい

を「知る機会があった者」と「知る機会がなかった者」では、「知る機会があった者」の方が聴覚障

がい者や聴覚障がいに関する認識が高いということ明らかになった。そこで、できるだけ早期から
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教育することによって健聴者の中で聴覚障がいというものが身近に感じられ、受け入れやすいもの

になるのではないかと考えて小学校高学年を対象とした。スライドを作成するにあたり、聴覚障が

いを子どもにも分かりやすく説明している絵本「ふしぎだね!?聴覚障がいのおともだち」4) を参考

にした。聴覚器の構造や難聴の種類については、言葉だけでなくイラスト等を用いて説明するなど

の工夫をし、難しい内容にも興味を持てるようにした。十分に授業時間が取れるのならば、聴覚障

がい者のコミュニケーション方法についての説明の中で、実際に子どもたちが手話や読話を行って

みると、それぞれの難しさなども実感でき有効であると思われる。 

本研究での一番の目的は HearLoss による難聴の疑似体験であり、聴覚障がい者がどのような聞

こえの中で生活しているのか、どのようなことに不便さや困難を感じているのか、ということを想

像できるような体験にしたいと考えた。そこから、子どもたち自身が自分にできることを考えてい

けるよう、聴覚障がい者と会話をする際に心がけることなど、関わり方についての説明を中心に取

り入れた。最終的には、聴覚障がいは決して特別なものではなく、共に生活していくために自分に

できることがまだまだあるという意識を子どもたちが持つようになることが目的である。説明をよ

り詳しくし、言葉遣いを変えることで、中高生や教職員にも応用できるのではないかと考えられる。 

	 スライドは全部で 10枚作成した。次項から順にスライドを提示し、口頭で説明する内容を記述し

ていく。 

	 

[3]	 授業例スライド 
スライド ① 

 

	 皆さんは、聴覚障がいと聞いて、どのようなことを

イメージしますか？ 

	 聴覚障がいは、音が聞こえない、あるいは聞こえに

くいという障がいです。聞くことが難しいという意味

で、難聴とも言います。どれくらい聞こえにくいかと

いうのは人によって様々ですが、聞こえないことでコ

ミュニケーションや日常生活に困ったことがあると

きに障がいと捉えます。 

 

 

スライド ② 

 

	 聴覚障がい者のコミュニケーションの方法はいく

つかあります。 

	 補聴器は、耳につけると音を大きくしてくれる機械

です。音が大きくなるからといって、すべての音が聞

こえるようになるわけではありません。また、雑音な

ども大きくなってしまうため、うるさい場所では聞き

取ることが難しいです。右の写真を見て下さい。上が

耳かけ型補聴器で、下が耳穴型補聴器といいます。 

	 読話は、口元の動きを見て、相手が何を話している

か読み取ります。正面を向いてゆっくり話していると、
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読話は理解の助けになります。 

	 筆談は、お互いに文字を書いて言いたいことを伝え

合うことです。時間はかかりますが、言いたいことを

正確に伝えることができます。 

	 手話は、手や指や腕を動かしたり、顔の動きを使っ

たりして、意味や思いを伝えます。例えば「ありがと

う」はこう表現します。（実際に手話を行う。）聴覚障

がいのある人みんなが手話を使うわけではありませ

ん。 

 

スライド ③ 

 

	 ここで、音が聞こえる仕組みを理解しましょう。 

	 私たちが耳と言っている、外から見えている部分は

耳介といいます。音はこの耳介から入ってきて、外耳

道、つまり耳の穴を通って鼓膜にぶつかります。耳介

と外耳道の部分を外耳といいます。音というのは、空

気の振動です。鼓膜を震わせた振動は次に、その奥の

中耳へと伝わります。中耳には、ツチ骨・キヌタ骨・

アブミ骨という３つの小さな骨があり、まとめて耳小

骨といいます。耳小骨は、音がよく聞こえるように振

動を大きくする働きがあります。振動はさらに奥の内

耳へと伝わります。内耳は音を感じる場所で、カタツ

ムリのような形をした蝸牛があります。中にはリンパ

液が入っていて、振動はここで液体の揺れとなり、さ

らに電気信号となって聴神経に伝わります。聴神経か

ら脳に信号が届くと、音が聞こえたと感じるのです。 

 

 

 

スライド ④ 

 

	 外耳から中耳までの間の働きが上手くいかない聴

覚障がいを「伝音難聴」といいます。音を伝えるのが

難しくなるからです。伝音難聴の人は、耳鼻科で治療

し、補聴器をつけて音が大きく聞こえるようにすると、

聞こえやすくなります。 

	 内耳や聴神経の働きが上手くいかない聴覚障がい

のことを「感音難聴」といいます。音を感じ取るのが

難しくなるからです。感音難聴の程度が重くなると、

補聴器で音を大きくするだけでは、すぐによく聞こえ

るようにはなりません。図のように音が歪んで聞こえ

てしまうからです。 

	 「あ」という言葉を補聴器で大きく聞こえるように

すると、難聴が軽い場合には「あ」と分かりますが、

難聴が少し重くなると「あ」という形が崩れてしまっ

ていますね。難聴がもっと重くなるともう「あ」だと

分からなくなってしまいます。補聴器は言葉をはっき

りと聞こえるようにすることはできないのです。 

	 伝音難聴と感音難聴が合わさった「混合難聴」もあ

ります。 
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スライド ⑤ 

 

	 私たちの身の回りにはたくさんの音が溢れていま

す。その音が聞こえなかったり、聞こえにくかったり

したらどうでしょうか。 

	 これから、みなさんには難聴を疑似体験してもらい

ます。聞こえにくいということがどのようなことなの

か、どのようなときに不便さを感じるのか、考えてみ

ましょう。そして、私たちにできることは何か、それ

ぞれ考えてみてください。 

 

(ここで一度スライドを閉じ、HearLossを起動する) 

 

 
	 これはHearLossといいます。まずは、普通に音楽

を流してみます。 

（Musicを再生する） 

この音楽が、伝音難聴の人にはこう聞こえています。 

（Amplitude Sensitivityを下げていく） 

音楽がどんどん聞こえなくなっていきますね。また、

高音が聞こえなくなると、このように聞こえます。 

（Frequency Rangeを下げていく） 

高音が聞こえなくなるというのは、感音難聴の症状で

す。そして、音が歪んで聞こえるというのは、このよ

うな感じになります。 

（Spectral Detailを下げていく） 

これも感音難聴の症状です。音がぼやけて雑音のよう

なものが混ざって聞こえます。 

（Frequency RangeとSpectral Detailを下げ、音楽を流

したままスライド④を開く） 

この図のように、音が歪み、はっきりと聞こえなくな

っているのが分かりますか？音が歪んで聞こえると

いうのはこのような状態なのです。 

	 それでは、難聴の人はどのような世界で生活してい

るのか、少しだけ体験してみましょう。 

（Speechを再生しFrequency Rangeを下げる） 

例え大きな声で話しても、高音が聞こえないという状

態では聞き取るということがとても難しいというこ

とが分かりますか？これが、聞き間違いや聞き漏らし

に繋がります。きちんと内容が伝わるまで、根気強く

話し、伝わったことを確認することが大切です。では、

話し声などがうるさい場所を想像してみて下さい。 

（SpeechとNoiseを同時に再生する） 

みなさんならSpeechを聞き取ることが出来ますね。

難聴の人はどうでしょうか。 

（Frequency RangeとSpectral Detailを下げる） 

難聴者にとって雑音の中で話し声を聞き取ることは

とても大変です。 

（この状態でNoiseを消す） 

静かになると少しだけ声が聞き取りやすくなったの

が分かりますか？先生が大事な話をしているときに、

みなさんがざわざわしていたら、聴覚障がいのある人

は大事な話を聞きそびれてしまうかもしれません。

「静かな環境を作る」ということは、私たちにすぐで

きる支援の一つです。 

	 今、みなさんが体験したものは、聞こえ方の一つの

例です。聞こえ方や聞こえにくさは一人一人違うとい

うことを忘れないで下さい。 

 

（HearLossを閉じ、スライドを再開する。） 
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スライド ⑥ 

 

	 聞こえない・聞こえにくいということが少しはイメ

ージできましたか？ 

	 聴覚障がいがあると、次のようなことが苦手だと感

じます。まず、聴覚障がいがある人は、聞く準備がで

きていないと、なかなか人の話を正しく聞き取ること

ができません。そのため、後ろや横から話しかけられ

たり、何かをしながら同時に聞いたりするということ

が苦手です。また、聞く準備ができていても、音がは

っきりと聞こえないため、よく似た言葉を聞き分ける

ことが難しいです。特に「さしすせそ」などの子音は

聞き取りにくく、自分の声も聞こえにくいことから、

子音を正しく発音することが苦手です。次に、補聴器

をつけていると、みんなの声が全部同じように聞こえ

てしまいます。そのため、二人以上の声を聞き分ける

ことが苦手です。グループで話し合うときなどは、誰

が話しているのかきちんと示すようにしましょう。 

 

スライド ⑦ 

 

	 聴覚障がいの人と話すときは次のようすると、お互

いに話しやすくなります。 

「相手の注意を向けてから」 

まずは相手がこちらに気付いてから話しましょう。 

「何について話すか示してから」 

例えば、消しゴムを借りたいときには、その消しゴム

をかかげて、目の前に見せてから「かして」と言えば

伝わりやすくなります。 

 

スライド ⑧ 

 

「相手にわかるように話す」 

話が複雑にならないよう、短い文に区切りながら話し

ましょう。口を大きく開けてゆっくりめに話すと、読

話がしやすくなります。 

「伝わったかどうか確認する」 

言ったことがちゃんと伝わったかどうか、きちんと確

認するようにしましょう。 

 

スライド ⑨ 

 

	 分かりやすく伝えることも大切ですが、相手の言っ

ていることをきちんと聞くことも大切です。お互いに
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話をよく聞こうとすることで、会話ができるのです。

聴覚障がいのある人の中には、ときどき言葉の発音が

違っている人がいます。また、難しい言葉の意味を十

分に理解できていない人もいます。そのような人と話

す場合でも、相手の言いたいことを分かろうとする姿

勢がとても大切です。決してさえぎったりからかった

りしないようにして下さい。こちらがきちんときこう

としていれば、相手も気持ちよく話すことができます。 

 

スライド ⑩ 

 

	 聴覚障がいのある人も、聞こえにくいということ以

外は、他の人と変わりません。もちろん、聞こえにく

くて困っている場合に、手助けすることは大切です。

しかし、それがいきすぎて特別扱いにならないように

しましょう。「聞こえないから、私がなんでも代わり

にやってあげるよ」というのではなく、一緒に参加で

きる方法を考えましょう。 

 

 

 

[4]	 アンケート結果 
	 上記授業例を作成し、当大学養護教諭養成課程に在籍する学生に対して約 20 分程度の模擬授業

を行った。授業後にアンケートを行い集計した。その結果、理解度に示す 5 項目について約 9 割

の学生が「よくわかった」と回答した。また、HearLoss を用いた難聴の疑似体験や授業についての

感想を自由記述で求めた結果、「聴覚障がい者の聞こえを知ることができた」や「興味が持てた」と

回答する学生が多くみられた。 

 
1.	 理解度 (n=47) 

 よくわかった まあまあわかった わからなかった 

耳の構造と聞こえの仕組みについて 42人 3人 2人 

伝音難聴と感音難聴の違いについて 42人 4人 1人 

聴覚障がい者のコミュニケーション

手段について 

42人 4人 1人 

聴覚障がい者の苦手なことについて 41人 5人 1人 

聴覚障がい者と会話をするときの注

意点について 

43人 3人 1人 
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2.	 HearLossによる難聴の疑似体験について良かった点や疑問点・改善点等あれば具体的に書いて
下さい。 
○ 良かった点 

・疑似体験によって聴覚障がい者の聞こえを知ることができた。 18人 

・初めての体験だったので興味が持てた。 8人 

・口での説明より分かりやすかった。 7人 

・聞こえにくさだけではなく、聴覚障がい者の気持ちが分かった。 6人 

・聴覚障がい者と話す際に気をつけるべきことに気付けた。 3人 

・雑音がある、なしでの聞こえやすさの違いに驚いた。 3人 

・耳栓等での体験より、聴覚障がいをリアルに感じることができた。 2人 

○ 疑問点・改善点 

・よく知っている曲やボーカル入りの曲、日常生活の音なども聞いてみたい。 8人 

・「音が歪む」ということが少し分かりづらかった。 3人 

・何度か聞き比べられたらもっと分かりやすかった。 3人 

・スピーチの声の種類をもっと増やしてほしい。 2人 

・もう少しゆっくり操作して欲しかった。 1人 

・音が流れているときに説明されると聞こえづらい。 1人 

・HearLossの表示を日本語にした方が良い。 1人 

・どのようにソフトは手に入れるのか。 1人 

 

3.	 今日の授業全体の感想や疑問に思ったこと等あれば、自由に書いて下さい。 

・説明が分かりやすかった。 11人 

・HearLossの体験が初めてで、興味が持てた。 10人 

・話し方がゆっくりで聞きやすかった。 6人 

・実際に聴覚障がい者との交流があったのか？  2人 

・養護教諭として精神的ケアの必要性を感じた。 1人 

・多くの人に聞いてもらいたい授業だと思った。 1人 

・補聴器についてもっと知りたい。 1人 

・もっと視覚的な説明も入れたら分かりやすい。 1人 

・これから自分の勉強に活かしたい。 1人 

	 

 

考察 

 

	 先天性難聴は新生児の 1000 人に 1 人の割合で誕生し、先天性疾患の中でも最も頻度の多い疾患

に属する 2)。また、近年では、騒音性難聴や突発性難聴などの後天的な疾患としても注目されてい

る。その一方で、「聞こえない・聞こえにくい」という症状は健聴者にとって具体的にイメージしづ
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らいものであり、聴覚障がいに対する正しい知識や認識が十分に得られていないという現状がある。

そのため、健聴者は聴覚障がい者をどう支援したらよいのか、どのように関わればよいのかが分か

らないようである。そうした事実が、健聴者が聴覚障がい者との関わりを積極的に持てない要因と

なり、聴覚障がい者にとって決して生活しやすいとは言えない社会環境を作り出している。しかし、

反対に言えば、健聴者と聴覚障がい者はまだまだ歩み寄ることができるということでもある。健聴

者が聴覚障がい者の気持ちや疾病に関する理解を深めることが出来れば、お互いが生活しやすい調

和のとれた環境を実現させることができ、そのための 1 つの手段として、学校教育という場は非常

に有効に活用できると考えられる。 

	 そこで、本研究では、聴覚障がい者の QOL 向上のために学校現場でどのような働きかけができ

るか考察することを目的とし、聴覚障がいに関する文献研究を行い、難聴を疑似体験できる 

HearLoss というパソコンソフトを用いた授業例を考案した。 

	 聴覚障がい者の聞こえ方やコミュニケーション方法は一人一人異なる。しかしながら、健聴者に

は「聴覚障がい者のコミュニケーション方法＝手話」という認識や「補聴器を装用している＝何で

も聞き取ることが出来る」などの誤った知識を持っている人も多く 5)、第一に聴覚障がい者にはそ

れぞれの聞こえ方とコミュニケーションの手段があるということを伝えていく必要があると思われ

る。特に、補聴器は単に音を大きくするものであるため、騒音下や距離がある場合など、状況によ

っては十分に機能しないという正しい知識を健聴者は持つべきである。また、筆談は伝えたいこと

を正確に伝えることができるもののやりとりに時間がかかるという点があり、一方、読話は視覚的

に聞こえを補うものの相手の口元が見えづらかったり早口だったりするとあまり理解の助けになら

ないという点がある。このように、コミュニケーションの手段それぞれのメリット・デメリットを

知り、聞き取りにくい単語や会話のキーワードのみ筆談で伝えるなど、健聴者も状況に応じて対応

していくことが必要になってくると思われる。「聞こえない・聞こえにくい」という障がいは、身体

的な障がい、つまり聴覚障がい者自身の障がいだが、そこから生じるコミュニケーションの障がい

は、健聴者の誤った認識や誤解が生み出しており、社会が作った障がいである。 

	 健聴者が聴覚障がい者の聞こえについて理解するためには、聴覚器の構造と音の伝わり方および

音の構造と人間の聞こえについての正しい知識を持つ必要がある。複雑な聴覚器の構造や障がい部

位によって異なる難聴の特徴を健聴者にいかに分かりやすく伝えるかが重要であり、視覚的な資料

を用いるなどの工夫をすることにより、健聴者の興味・関心をひくことができる。例えば、病態別

のオージオグラムを見ると、伝音難聴と感音難聴の聞こえ方の違いが視覚的に分かる。また、様々

な聴力型の種類を見ることによって、「聴覚障がい者の聞こえ方は 1 つではない」ということが健

聴者にも認識できるのではないだろうか。次に、音の構造という視点から考えると、聴覚障がい者

がなぜ聞き間違えを起こしやすいのかということや、聞こえないからといって大きな声で話せばい

いというわけではないということが分かり、健聴者が気をつけるべきことが見えてくる。聴覚障が

い者は音の情報の一部が欠落してしまうため、聞こえないのではなく聞き間違いが多くなる。その

ことを考慮し、健聴者は分かりやすく話すことと同時に、正確に伝わるまで根気強く話すというこ

とを心がける必要がある。そうした心がけ 1 つで聴覚障がい者は会話しやすくなるのである。他に

も、相手がこちらに気付いたことを確認してから話す、何について話すか視覚的に示してから話す、

出来る限り簡潔な文で話す、きちんと伝わったことを確認する、というようなことを行うだけで、
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聴覚障がい者と健聴者のコミュニケーションはスムーズになり、誤解も少なくなるだろう。また、

聴覚障がい者には言語障がいのある人も多く、発音が不明瞭なことがある。そのような場合でも、

健聴者は言語障がいばかりを意識するのではなく、自然体で聴覚障がい者に接して話しやすい雰囲

気をつくることを心がけ、苦手な発音の言葉は別の言い方で聞き直して確認したり、筆談やジェス

チャーを用いたりするのも有効である。何より、発音や話し方ではなく、内容を汲み取ろうという

気持ちで相手の話をよく聞くということが重要である。聴覚障がいという障がいそのものの治療に

は限界があったとしても、コミュニケーション障がいは周囲の人々によっていくらでも改善できる

のである。 

	 しかし、前述したように、健聴者にとって「聞こえない・聞こえにくい」という症状は具体的に

イメージしづらいものであり、聴覚障がいの症状と派生して生じる聴覚障がい者の悩みや不便さに

なかなか気付くことができない。そこで、健聴者が難聴を疑似体験できるものとして「HearLoss」

というパソコンソフトを利用することにした。 

HearLoss は、会話 (Speech)、音楽 (Music)、雑音 (Noise) を再生し、聴覚障がいが与える聞こえ

方への影響を再現することができる。例えば、小さい音が聞こえないとどのように聞こえるか、高

音が聞こえないとどのように聞こえるか、音が明瞭に聞こえないとはどのような感じなのか、ある

いはそのような症状を持った人が雑音の中で会話を聞くとどれくらい聞き取りづらいのか、という

ことをこのソフトを用いて説明することによって、健聴者は伝音難聴や感音難聴などの聴覚障がい

の聞こえについてイメージしやすくなる。ただし、気をつけなければならないのは、このソフトは

「難聴の人の聞こえを完全に再現したものではない」ということである。聴力の様相、聞こえにく

さというものは一人一人が異なる。そして、疑似体験の目的は「聞こえにくいことそのものを知る」

ことにより、「聞こえない・聞こえにくい」ことによる不安感や困り感を健聴者が実感し、どのよう

な支援を行うことが適切なのかを工夫したり、補聴器や人工内耳の装用をはじめとした「よりよい

聞き取りへの環境整備」を目指したりすることが重要である。ただ単に音が聞こえていればいいの

ではなく、相手が何を言っているのかが分かって初めて「聞こえている」といえるのだということ

を、健聴者は理解しなくてはいけない。 

	 以上のことを踏まえて、HearLoss を用いて健聴者が聴覚障がい者のニーズ、そして自分にできる

ことについて考えるきっかけとなる授業例を提案した。授業のメインは HearLoss による難聴の疑

似体験を通して聴覚障がいに関する知識、特に聴覚障がい者の聞こえや日常生活の中の困難等を説

明することで、健聴者の聴覚障がい理解に繋げたいと考えた。その上で、聴覚障がい者も聞こえに

くいこと以外は健聴者と何も変わらないということを伝えていくことが重要である。聴覚障がい者

の障がいにばかり目がいき、特別扱いになってしまうことのないように支援の方法には注意がいる。

すなわち、「聞こえないからできない」、「聞こえないから代わりにやってあげる」のではなく、聴覚

障がい者をどのように支援すれば健聴者と共に活動することができるのか考え適切な支援を行える

ようにする必要がある。教育の現場においては、教師はもちろん、周囲の子どもたちの理解と支援

があれば、聴覚障がい児・生徒の負担は減り、活動の制限もなくなるはずである。支援方法は聴覚

障がいの程度やその子ども自身の希望も踏まえて考えていくことが望ましいため、学級や学年に聴

覚障がい児・生徒がいるならば、その子どもに合ったものを考え、学校全体で共有していくべきで

ある。例えば、座席は先生や他の児童・生徒の声が聞こえやすい前列にすることや、話し合いのと
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きには机をコの字型に並べて全員の顔が見えるようにすること、そして屋外で教師等と距離が生じ

る体育の授業では目で見て分かる合図を用いるなど、すぐに実践できることも多い。何よりも、静

かで聞き取りやすい環境と、聴覚障がい者が話しやすい環境を作ることが必要であり、子どもたち

自身が常にそうした意識を持つような指導が必要である。そのような環境は聴覚障がい者だけでな

く、健聴者にとっても生活しやすい環境でもある。健聴者と聴覚障がい者が共に生活していく中で、

健聴者と聴覚障がい者という垣根を越えて、自然とお互いを思いやり、尊重し合う心が育まれてい

くことが望ましい。聴覚障がいが二次的なコミュニケーション障がいを生み出しているという問題

は、一刻も早く解決しなくてはいけない。 

今回の授業例に用いた方法以外にも HearLoss は様々な使い方があり、どのような話し方が聞き

やすいか聞き比べてみたり、一度に複数の人が話すと聞き分けにくいことや、作業をしながら聞き

取ることの難しさを体験したりするなど、いくらでも応用できる。実際に HearLoss で難聴を疑似

体験することで、健聴者の聴覚障がいに対する認識はどれほど変化するのか調査し、より興味・関

心をひく授業を考案していくことが今後の課題である。 
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