
読み困難児におけるひらがな音読速度の経年変化	

～	 反応潜時と発話時間の観点から	 ～	

	 ○井上知洋	 	 	 	 東原文子	 	 	 	 前川久男	

（筑波大学大学院）	 （聖徳大学）	 	 （筑波大学）	

 
Ⅰ .  目的  
これまでに，読みの習得に特異的な困難を

示す児童における読み困難の特徴について数

多くの研究がなされてきた。我が国において

も，児童の読字能力を評価するための指針が

いくつか提案され，それらをもとにした検討

がなされてきている（e.g., 稲垣ら, 2010）。 
先の報告において，筆者らは学齢期の定型

発達児におけるひらがな読字能力と音韻処理

能力の間の関連について横断的に検討し，そ

れらの機能間連関の様相が読字発達に伴い変

化することを示唆した。またひらがなの単語

と非単語に対する音読時間を反応潜時と発話

時間の 2 つのコンポーネントに分けて分析す
ることによって，臨床的な主訴や年齢段階の

異なる読み困難児の多くに共通する音読時間

の特徴を捉えることができる可能性を示唆し

た（井上ら, 2010）。 
これらを踏まえ，本報告ではひらがなの読

み習得に困難を示した事例におけるひらがな

音読速度の経年変化について，反応潜時と発

話時間の観点から検討することを目的とする。 
 
Ⅱ .  方法  
（1）対象者：小学校の通常の学級に在籍する
3 年生の男児を対象とした。就学前に発達セ
ンターにて実施された K-ABC（6歳 1ヵ月時）
では，継次処理尺度の標準得点 86（以後，90%
水準測定誤差±8）は同時処理尺度の標準得点
113（±9）よりも有意に低かった（1％水準）。
また習得度尺度のうち［ことばの読み］の標

準得点 66（±5）は標準得点平均よりも低か
った（1%水準）。なお有意差は認められなか
ったものの［文の理解］79（±6）は標準得点
平均よりも低い値であった。これらのことか

ら就学後の読み書き習得の困難が予想された

ため，以来ひらがなと漢字の読み書きの指導

を中心とした個別指導をほぼ週 1 回のペース
で継続して実施している。なお以下に報告す

る音読課題の実施時においては，ひらがな（清

音・撥音）はすべて読めるようになっていた。 
3年生時の WISC-IV（9歳 5ヵ月時）の結

果は，FSIQ91（以後，90%信頼区間 86-97），
指標得点は，言語理解 93（87-101），知覚推
理 104（96-111），ワーキングメモリー79
（74-88），処理速度 91（84-100）であり，知
覚推理がほかの指標得点よりも有意に高く，

ワーキングメモリーが有意に低かった（いず

れも 15%水準）。下位検査では，［積木模様］
が知覚推理の平均よりも有意に高く，［行列推

理］が有意に低かった（いずれも 15%水準）。 
なお対照群として，読みの習得に困難の見

られない小学 1 年生と 3 年生の定型発達の児
童各 20名（それぞれ男女 10名ずつ）を対象
とした。 
（2）課題と手続き：以下の 1）から 3）の課
題を，本事例に対しては 1 年生時から 3 年生
時にかけての毎年度末に縦断的に実施し，対

照群の児童に対しては同じく年度末に横断的

に実施した。1）単語音読課題：ひらがな 3文
字（清音または撥音）で構成される単語 20語
をひとつずつ提示し，できるだけ速く正確に

読むように求めた。2）非単語音読課題：1）
の課題で使用した文字を並べ替えて作成した

3文字の非単語 20語をひとつずつ提示し，で
きるだけ速く正確に読むように求めた。3）イ
ラスト命名課題：物品あるいは動物のイラス

ト（清音または撥音で 3文字表記されるもの）
を刺激として用い，ひらがな音読課題と同様

の手続きで実施した。 
（3）分析方法：録音された言語反応をもとに，
各課題における試行ごとの反応潜時と発話時

間およびそれらの総和の全体時間を計測した。

また，誤読が見られた試行をエラー試行とし，

その総数を算出した。 
 
Ⅲ .  結果  
各課題における全体時間について，1 年生



時では単語，非単語およびイラストのいずれ

においても顕著な延長が認められていたが，

学年が上がるにつれて定型発達児との間の差

が縮小した。特にイラストでは 3 年生時には
同年代の児童の平均の水準に達していた。一

方，ひらがなの単語と非単語の音読には+1SD
から+1.5SD程度の延長が残っていた。 
反応潜時では，1 年生の時点で延長が顕著

であった単語とイラストはいずれも発達的に

短縮していたが，単語では定型発達児との間

の差が残る形となっていた。それに対して非

単語ではおよそ+1SD の値で推移していた。
一方，発話時間では，1年生の時点では単語，
非単語ともに延長が顕著であったが，3 年生
時では単語は定型発達児の平均の水準にまで

短縮し，それに対して非単語ではおよそ

+1.5SDの延長が残っていた（Fig. 1）。 
なおエラー試行数については，1 年生の年

度末の時点ですでに定型発達児と同程度の水

準に達していた。 
 
Ⅳ .  考察  
本事例における音読速度の経年変化から，

以下の 3 点のことが考えられる。まず第一点
目に，音読時間の短縮には，反応潜時の短縮

と発話時間の短縮という 2 つの側面があり，
実施期間における本事例の音読速度の向上に

より大きく貢献したのは発話時間の短縮であ

ったと考えられる。第二点目に，学年が上が

った後でも全体時間に延長が残っていたこと

の要因は単語と非単語の間で異なるというこ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

とが指摘できる。すなわち，単語では反応潜

時に延長が残り，それに対して非単語では特

に発話時間に延長が残ったためであると考え

られる。これらは筆者らの先の報告（井上ら, 
2010）とも一致しており，自動的な単語認識
の障害と，逐次的な文字－音変換プロセスの

障害がそれぞれの背景にあると考えられる。

そして第三点目に，当初は単語，非単語，イ

ラストのいずれに対しても顕著な延長が認め

られた児童でも，学年が上がるにつれてそれ

らの時間が短縮し，上記のような延長のパタ

ーンに移行していくという可能性が挙げられ

る。 
	 このように，読み困難児における音読速度

の経年変化について反応潜時と発話時間の 2
つの観点から検討することで，読みの困難の

特徴やその推移をよりよく理解でき，支援方

法を考える上でも有用であることが示唆され

た。 
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Fig. 1	 各課題における平均反応潜時（左図）と平均発話時間（右図）  


