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1 まえがき 
骨導音は気導音とは異なる伝達経路で伝わ

る。外耳や中耳に障害を抱えた難聴者に対して

音を伝達することも可能であり，騒音下での受

聴能力に長けているなどの特徴もある。ベート

ーベンは指揮棒を歯に接触させた状態でピア

ノの音を受聴していたという話があるように，

歯を介した骨伝導を利用した受聴もなされて

いる。歯は剥き出しの骨であり，直接加振する

ことで効率的な音伝達を実現できる可能性が

ある。本研究室では，これまで歯骨伝導に着目

したコミュニケーションエイドを提案してお

り，マウスピース型歯骨伝導アクチュエータを

製作した[1]。 
本研究では，このマウスピース型歯骨伝導ア

クチュエータを用いて，歯骨導音受聴時におけ

る歯毎の検知限や明瞭性の測定を行った。 

2 マウスピース型歯骨伝導アクチュエ
ータ 

圧電セラミックを用いたマウスピース型歯

骨伝導アクチュエータを図―1 に示す。振動子
にはスライブ社 K2512U1 を使用し，振動子は
歯に接触する位置にパウチ加工されている。圧

電セラミックのもともとの大きさは縦 12 mm, 
横 25 mm， 厚さ 0.1 mm であるが，縦 6 mm， 横
12.5 mm，厚さ 0.1 mm に切断し使用した。この
大きさは今回比較する中切歯，犬歯，第二大臼

歯の中で歯冠が最も小さい第二大臼歯と同等

である。これらの圧電セラミック使用すること

で，各歯における測定を行うことが可能になる。

マウスピース型歯骨伝導アクチュエータは各

歯に対し振動子の位置を固定できるので，加振

位置の誤差や振動子を歯に接触させる圧力の

誤差を減少させることが可能である。 

3 検知限 
3.1 測定条件 
今回制作したマウスピース型歯骨伝導アク

チュエータを用いて検知限の測定を行った。音

源には 500Hz， 1000Hz， 2000Hz， 4000Hz， 
8000Hz の 5 種類の正弦波を用いた。以下のよ
うな手順で正常な聴力を持つ 20 代男性 1 名に
より測定を行った。 
(1) 各音源が明瞭に聞こえる電圧(3V)を呈示し，
被験者自身で聞こえなくなるまで電圧を

調整する 
(2) 最小電圧(0V)から音源が聞こえ始めるまで
電圧を調整する。 

(3) 各値の平均値を求め，検知限とする。 
また，気導音の混入を防ぐため被験者は耳栓

とイヤーマフを装着している。暗騒音は 25.6 
dBAであった。 
3.2 測定結果 
測定結果を図―2に示す。横軸は呈示した音

源の周波数，縦軸は相対電圧値である。このと

きの相対電圧値の基準として 1V を 0dBV とし
ている。 
中切歯の検知限は，500Hzに比べ，1000 Hz， 

2000 Hz， 4000 Hzの検知限が低いことが確認
できる。これは中切歯が軽量で薄く，高周波帯

 
図―1 マウスピース型 
歯骨伝導アクチュエータ 

 
図―2 検知限測定結果 
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域で振動しやすい性質によるものだと考えら

れる。また 8000 Hzを除く周波数で，他の二歯
に比べ低い結果が得られた。 
犬歯と第二大臼歯は全体の傾向が比較的類

似している。500Hz から 2000Hz では中切歯と
同様に徐々に検知限が下降し，4000Hzで一度上
昇したのち 8000Hz で再度下降する。500Hz，
1000Hz，2000Hz では第二大臼歯の検知限が低
く，4000Hzではほぼ同値である。 
中切歯と犬歯，第二大臼歯の傾向の違いは，

質量と形状の違いが起因していると考えられ

る。第二大臼歯と犬歯は中切歯に比べて重く，

また振動子の加振方向に対し，二歯ともに長辺

が水平方向に伸びている。対して中切歯は長辺

が垂直方向に伸びており，これらの歯による受

聴の傾向に影響していると考えられる。また多

田らにより，上顎中切歯と下顎第一大臼歯を

8000 Hz帯域で打音した際の放射音の違いが確
認されている[2]。歯種による特性の違いがある
ことが 8000 Hzでの検知限の傾向の違いに影響
している可能性を示唆できる。 

4 明瞭性 
4.1 測定条件 
マウスピース型歯骨伝導アクチュエータを

用いて明瞭性の測定を行った。音源は，同一女

性により収録された日本語単音節のうち開拗

音，「を」，「ん」を除く 67 音を用いた。全音源
の実効値の平均を算出し，同じ実効値を持つ

1000 Hzの正弦波の印加電圧が 3 Vになるよう
出力設定を行った。ランダムに選択された 20 
個の音源を被験者に呈示し，被験者は聞き取っ

た単音節を回答する。選択された音声の偏りを

減少させるため，各歯に対し 9回測定を行った。
暗騒音は 25.9dBA であった。測定は以下の条
件で行った。 
(a) 耳栓，イヤーマフを装着した状態 
(b) 耳に何も装着していない状態 
(c) (b)で 50dBA の白色雑音をスピーカから放
射した状態 
4.2 測定結果 
測定結果を図―3 に示す。横軸は測定環境，

縦軸は正答率を示している。(b)では犬歯，第二
大臼歯での認識率の低下が見られた。 暗騒音
が骨導音の受聴の妨げとなり，骨導音の聞き取

りの低下に繋がっている。(c)では，全体の正答
率が大きく減少したが，(a)，(b)と同様に中切歯

の正答率が他の歯に比べ高い傾向にあった。 
母音において，あ段，お段の音は知覚され易

く，い段，う段，え段は知覚されにくい傾向が

あった。特に「/i/」「/u/」の音は周波数成分が他
の母音と比較して低い帯域に集中しており，圧

電素子では十分に加振できないことが原因だ

と考えられる。特に「/u/」の音は多くの成分が
500 Hz以下の帯域に含まれており，「む」「う」
「ぷ」の音声は知覚されないケースが幾度か見

られた。「/a/」は他の母音に比べ 700 Hz 以上の
帯域の成分を多く含み，最も知覚され易かった。

(c)の状況下で知覚できた音声のうち殆どはあ
段の音声であった。 
また，音声の誤認に関して，母音の誤認はほ

ぼ見られなかった。ら行とだ行の混同が多く，

特に「れ」と「で」，「ろ」と「ど」の混同が多

かった。さらに，え段での誤認が最も多く，「で」

「て」「れ」「べ」「め」「ね」が聞き分けられな

い回答が目立った。ほかに「か」と「が」など

濁点の有無が聞き分けられない回答も同様に

多く見られた。 

5 むすび 
本研究ではマウスピース型歯骨伝導アクチ

ュエータを用い歯毎に検知限および明瞭性に

関する測定を行い，中切歯，犬歯，大臼歯の受

聴感度に明確な差があることが確認できた。 
今後，大人数を対象に測定を行い，個人差に

よる影響を加味した検討を加える所存である。 
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図―3 明瞭度試験の正答率 
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