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知的には標準並みであるのに読み書きに特異な	 
つまづきや困難さがみられる障害[1]	 

「ディスレクシア」とは	 

＜読むことに困難がある場合＞	 
　・平仮名が読みにくい	 
　・一字一字は読めても文意がとれない	 

＜書くことに困難がある場合＞	 
　・平仮名を書くことすら困難	 
　・平仮名は書けるが漢字は書けない	 
　・漢字は書けてもアルファベットが書けない	 

内容や困難さは一人ひとり異なる[2]	 

症状	 

まえがき	 

[1]小池敏英,雲井未歓,渡邉健治,	 「LD児の漢字学習とその支援　一人ひとりのちからをのばす書字教
材(CD-ROMつき)」,北大路書房,2002	 

[2]品川裕香,「怠けてなんかない！ディスレクシア	 -読む・書く・記憶するのが困難なLDの子どもた
ち」,岩崎書店,2003	 



学習・生活面への影響	 

発見が遅れれば遅れるほど学習の遅れやその他の影響は深刻に
なっていくため、早期発見・早期療育が求められる。	 

・読む量が少なくなり、語彙や知識の増加が進まない。	 
・言われた通りにやっても出来ずに責められ、やがて自信や
意欲をなくしてしまう。	 
・二次的に心理的な問題を来たす可能性も大きい[3]。	 

原因	 

・遺伝的・解剖学的な要因	 
・視覚、聴覚などの感覚レベルでの要因	 
・音韻処理の認知レベルでの要因	 

まえがき	 

[3]宇野彰,春原則子,金子真人,Taeko	 N.	 Wydell,「小学生の読み書きスクリーニング検査-発達性
読み書き障害(発達性dyslexia)検出のために」,インテルナ出版,2006	 

[4]細川美由紀,「音韻処理と発達性読み障害」,特殊教育学研究,43(5),	 pp.373-378,	 2006	 

個々の言語において使用される音の情報(音韻情報)を	 
読み書きや音声による言語活動に用いること。読みの獲得や	 
習熟に重要な役割を果たす[4]。	 



診断	 

・教育機関が理論に基づいて複数のテストと家族状況、環境要因な
ども合わせて総合的に判断する[5]	 

・「小学生の読み書きスクリーニング検査(STRAW)」を使用	 

・WISC-III、K-ABC、RAVEN'S色彩マトリックス検査、	 
数字やモノの名前の順唱・逆唱など	 

「通常学級に在籍する児童のうち「読む」または「書く」に著し
い困難を示す者は約2.5%である」	 

「通常の学級に存在する特別な教育的支援を	 
　　　必要とする児童生徒に関する実態調査」より	 

通常学級1クラスに一人はディスレクシアの児童がいる	 
可能性がある[6]	 

ディスレクシアの存在数	 

まえがき	 

[5]品川裕香,「怠けてなんかない！セカンドシーズン2あきらめない-読む・書く・記
憶するのが苦手なLDの人たちの学び方・働き方」,岩崎書店,2010	 

[6]小池敏英,雲井未歓,窪島務,「LD児のためのひらがな・漢字支援	 個別支援に生かす書字教
材」,あいり出版,2010	 



共同開発に至った経緯	 

ディスレクシアの児童が発見されるのは、学習の遅れが顕著に
なってからというのがほとんどである。	 

日本LD学会のディスレクシアワーキンググループに所属する
原、安藤、加藤がMicrosoft	 OfficeのPowerPointを使用して	 
通常クラスで学級担任が簡単に行える音読・音韻検査を作成。	 

まえがき	 

・正解率や回答時間の平均、-2SDなどの評価基準も準備した。	 

1年生 2年生 3年生 4年生 

平均 -2SD 平均 -2SD 平均 -2SD 平均 -2SD 

短文Ⅰ 
時間[s] 56.9 68.8 33.7 36.6 27.1 29.1 22.5 24.0 

得点 21.8 20.5 22.9 22.3 24.3 24.0 24.4 24.2 

短文Ⅱ 
時間[s] 101.9 115.1 85.2 92.8 57.1 62.9 42.5 46.3 

得点 21.5 17.8 27.7 26.2 36.3 35.6 37.7 37.1 

※得点は、短文Ⅰが25点満点、短文Ⅱが40点満点である。	 

＜音読検査の基準＞	 



手間がかかり、結果が出るまでに時間がかかる	 

ADD研究会(発達障害支援研究会)で、この音読・音韻検査の	 
紹介があり、検査をPCソフト化する案が挙がった。	 

まえがき	 

ADD研究会→電子情報通信学会(IEICE)ヒューマンコミュニケーショングループ	 
　(HCG)に属する第2種研究会。発達障害児(者)の早期発見と適切な発達支援	 
　方法の確立を目指して活動している。	 

ICレコーダーなどで回答を録音して、後から1問ずつ	 
ストップウォッチなどで計測し評価を行う。	 

＜音韻検査の基準＞(有意味語)	 

1年生 2年生 3年生 4年生 

平均 -1.5SD 平均 -1.5SD 平均 -1.5SD 平均 -1.5SD 

逆唱 
正答数 2.2 0 2.1 0 2.6 1 2.6 1 

反応時間[s] 6.6 14.3 5.4 11.5 5.2 11.5 3.7 7.7 

削除 
正答数 2.1 0 2.4 1 2.6 1 2.8 2 

反応時間[s] 4.8 10.3 4.0 8.3 4.2 10.9 2.7 5.9 



仕様および動作環境	 

開発環境 VisualuRuby 

対応OS Windows XP, Vista, 7 

必要環境 

・内臓マイク または 外部マイク（録音をするため） 

・Microsoft OfficeのExcel または 表計算ソフト（結果の一覧を見る場合） 

対象 
概ね小学1年生(後期)～小学3年生 

　　（それ以上でも児童の読み能力に応じて実施可能） 

・検査中はEnterキーのみで簡単に進めることができる 

・被検査者の回答を自動で録音する 

ソフトの仕様と動作環境	 



仕様および動作環境	 

※実際の音声波形はもっと長い	 

発話時間	 

本検査では次のように定義し、	 
回答時間の計測をしている。	 

①音声波形から移動平均を取る。	 

②移動平均の最大値の10％を基準値として設定する。	 

③移動平均と基準値の交点で録音開始から見て最初の点を	 
　「回答を開始した時間」(開始時間)とする。	 

④移動平均と基準値の交点で録音終了から見て最初の点を	 
　「回答を終了した時間」(終了時間)とする。	 

⑤終了時間から開始時間を引いたものが「児童が回答している	 
　時間」(発話時間)とする。	 

音声解析	 

１[s] 



検査内容	 

　検査内容は主に　「音読課題」	 
　　　　　　　　　「単語と非語の逆唱・音韻削除課題」	 

「単語と非語の逆唱・音韻削除課題」	 

音読検査は、短文Ⅰ・短文Ⅱで構成されている。	 

　短文Ⅰ　→　小学2年生レベル	 
　短文Ⅱ　→　小学3年生レベル　　を想定	 

（詳しくは予稿集の表2を参照）　　	 

音読検査	 

・課題語は、小学生約250名を対象とした音韻情報処理能力に
ついての調査から、小学2,3年生で正答率80％以上を示したも
のを選択。	 

※非語 → 非実在語で、無意味な文字の羅列。 



検査の流れと操作方法	 



検査の流れと操作方法	 

・検査を受ける児童のプロフィールの入力。[入力]ボタンを押すと入力
を完了して、検査を開始する。	 

・フォントの変更。[フォントの変更]ボタンを押すとソフトを起動して
いるPCにインストールされているフォントの一覧が表示され、好きな
フォントを設定することができる。	 

・録音の確認。[録音の確認]ボタンを押すと、ソフトを起動しているPC
の環境で録音ができるか確認することができる	 

※ソフト内のボタンを[	 ]	 で括って表記している	 

起動画面での操作	 

この画面では、	 
次のことが出来る。	 



検査の流れと操作方法	 

・検査を受ける児童のプロフィールの入力。[入力]ボタンを押すと入力
を完了して、検査を開始する。	 

・フォントの変更。[フォントの変更]ボタンを押すとソフトを起動して
いるPCにインストールされているフォントの一覧が表示され、好きな
フォントを設定することができる。	 

・録音の確認。[録音の確認]ボタンを押すと、ソフトを起動しているPC
の環境で録音ができるか確認することができる	 

※ソフト内のボタンを[	 ]	 で括って表記している	 

起動画面での操作	 

この画面では、	 
次のことが出来る。	 

児童にとって、	 
「読みにくいフォント」や	 
「読みやすいフォント」	 
がある場合に変更できる	 



検査の流れと操作方法	 

・検査を受ける児童のプロフィールの入力。[入力]ボタンを押すと入力
を完了して、検査を開始する。	 

・フォントの変更。[フォントの変更]ボタンを押すとソフトを起動して
いるPCにインストールされているフォントの一覧が表示され、好きな
フォントを設定することができる。	 

・録音の確認。[録音の確認]ボタンを押すと、ソフトを起動しているPC
の環境で録音ができるか確認することができる	 

※ソフト内のボタンを[	 ]	 で括って表記している	 

起動画面での操作	 

この画面では、	 
次のことが出来る。	 



検査の流れと操作方法	 

＜カウントダウン中＞　　　＜説明・出題中＞　　　　　＜再生終了＞	 

①検査中は左の図のようなカウントダウンの後に、真ん中の図のように	 
スピーカーの画像が表示されて問題の説明などの音声が再生される。	 

②再生が終了すると右の図のようにスピーカーが消え、Enterキーを	 
押すと次の画面に切り替わる。	 
　（スピーカーが消える前はEnterキーを押しても反応しない）	 

検査中の操作	 



検査の流れと操作方法	 

検査中の操作	 

検査を進めると、録音を行う画面がある。	 
・録音は問題の出題と同時にソフトが自動で開始する。	 

・録音中は、左の図のように画面の左下に「●」が表示される。	 

・Enterキーを押すと録音を終了するので、児童の回答が終了した
らEnterキーを押す。	 

・録音が終了すると右の図のように「●」が消え、もう一度Enter
キーを押すと次の画面へ切り替わる。	 

＜録音中＞　　　　　　　　＜録音終了後＞	 



検査の流れと操作方法	 

・検査が終了すると左の図のような画面になり、結果の集計を行う。	 
　（約１～2分）	 

・集計が終わると、右の図のように結果の一覧が表示される。この画面で
は次のことが出来る。	 
　・児童のプロフィールの再編集。	 

　・録音した音声の再生。各検査項目ごとに用意された[再生]	 
　ボタンを押すことで録音した音声を再生できる。	 

　・自動計測した時間の修正。各検査項目ごとに用意された[グラフ]	 
　ボタンを押すことで修正画面が起動する。	 

検査後の操作	 



検査の流れと操作方法	 
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検査後の操作	 



検査の流れと操作方法	 

・検査が終了すると左の図のような画面になり、結果の集計を行う。	 
　（約１～2分）	 

・集計が終わると、右の図のように結果の一覧が表示される。この画面で
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　・児童のプロフィールの再編集。	 
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　・自動計測した時間の修正。各検査項目ごとに用意された[グラフ]	 
　ボタンを押すことで修正画面が起動する。	 

検査後の操作	 



検査の流れと操作方法	 

検査結果の一覧の表示	 

・Microsoft	 Officeがインストールされていない場合は、個別に
「time」という名前でCSVファイルに結果が書き込まれる。	 

「all_data」	 

「time」	 

・結果の一覧はMicrosoft	 OfficeのExcelの「all_data」というファイ
ルに保存されている。	 

・「all_data」にはソフトが検査結果の集計を行うごとにデータが追
記されていく。	 



検査の流れと操作方法	 

使用結果および感想	 

4月23日に、3名の児童に本検査を実施した。	 
（本来はもっと多くの児童に実施する予定であったが、	 
　震災の影響により3名となってしまった。）	 

[児童の様子など]	 
・3名とも音読に拒否感があるが、本検査にはよく集中できて
いた	 
・一人当たり出這入りを含め15分あればOK	 

[問題点]	 
・注視点が邪魔になっている。	 

音韻検査の問題出題の画面	 

PowerPointで検査を作成していた
時に、問題を聞くだけでは児童が
検査に集中しにくいため、画面に
注視点を用意していた。	 



ELCの改良	 

使用結果と感想から、以下のような改良を行った。	 

・ウィンドウの最大化ボタンを使用可能に	 

・音声が再生される前のカウントダウンを短縮	 

・録音中の表示を目立たない色に変更	 

・内容読解、音韻検査のときに表示される注視点を消去	 

・途中から検査を再開できる機能を追加	 



・録音中の表示を目立たない色に変更	 

・内容読解、音韻検査のときに表示される注視点を消去	 

<変更後>	 <変更前>	 

録音中の表示	 

注視点	 

ELCの改良	 



・途中から検査を再開できる機能を追加	 

ELCの改良	 

<チェックを入れたとき>	 

①ここにチェックを入れると音声の再生をEnterキーでスキップでき、	 
　デモなどに使用できる。	 

②検査を開始する位置を選択。	 

③検査を再開したい児童の名前を選択。ここには既にデータの集計を　	 
　行った児童の名前は表示されず、「全て児童を表示」というボタンを	 
　押すと既に集計を行った児童の名前も表示される。	 
　(①にチェックを入れている場合は、児童の名前の選択は表示されない)	 



まとめ	 

・ディスレクシア及びその周辺の読み困難がある児童を早期に発見し
対応するために読みスクリーニング検査のPCソフトを共同開発した。	 

・対応OSはWindows	 XP,	 Vista,	 7であり、PCの内蔵マイクまたは外部
接続のマイクが必要である。	 

・検査中はEnterキーのみで簡単に操作できる。	 

・録音した回答から音声解析を行い、自動で結果の集計を行う。	 

・音読に拒否感のある児童でも集中して取り組むことができた。	 

・検査時間は出這入りまで含めて15分ほど。	 

・音韻検査において問題文再生中の注視点の適正化は重要。	 

まとめ	 
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