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難聴の本質はコミュニケーション障害であり、言語獲得、学業、就労、家庭など人生の

さまざまなステージで多大な問題を引き起こしている。現在広く用いられている補聴の

機器としては補聴器と人工内耳があり、これらの装用者は難聴患者の増加に伴って今後増

加すると予想される。しかし、補聴器はその外見や価格などからすべての難聴者に受け入

れられているとは言い難く、また難聴の程度によっては十分な効果が得られないことも多

い。反響や残響、周囲の騒音レベルなどによっても、補聴器や人工内耳の効果は減退する。

こういった問題を補完するため、2013年冬に難聴支援スピーカー Comuoon
®が発売され

た。強い指向性と高音域を増強する周波数特性を持ち、聴取改善に寄与するとされる。そ

の有用性を検証しここに報告する。
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は じ め に

耳鼻咽喉科はその科の性質上必然的に難聴者を

頻繁に診察する。難聴の本質はコミュニケーショ

ン障害であり、言語獲得、学業、就労、家庭など

さまざまなステージにおいて問題となる1),2)。難

聴者は健聴者と比較して正規雇用の機会が少な

く、生涯賃金も少ないなど経済面でも不利を被り

やすい2)-4)。また耳鼻咽喉科医師にも難聴者はお

り、社会の高齢化も相まって難聴者の総数、そし

て補聴器装用者や人工内耳装用者は医師側、患者

側ともに今後増加すると予想される。難聴者支援

用の機器として代表的なものは補聴器と人工内耳

であり、それぞれ軽度から高度、重度難聴に適応

がある。しかし、難聴者全員が補聴器を装用する

わけではなく、外見上の問題や「年寄りと見られ

たくない」という価値観、また高額な費用などの

問題でその普及率は欧米に比べても低い5)。さら

に、中等度−高度感音難聴では補充現象や音のゆ

がみといった難聴者側の要因や、反響・残響や騒

音、カクテルパーティ効果等の環境要因によって

十分な補聴効果が得られにくいケースも多く、補

聴器の満足度は必ずしも高くない6)。

人工内耳も含めたこれらの聴覚支援機器をサ

ポートするものとして、磁気ループや FM など

種々のものが存在するが、高価であったり大掛か

りな工事が必要であったりして、多くの難聴者が

その恩恵に浴しているとは言い難い。

2013年、ユニバーサル・サウンドデザイン株式

会社（http://u-s-d.co.jp）と慶應義塾大学 SFC研

究所湘南音楽音響・ラボによって開発された難聴

支援スピーカー Comuoon
®が発表された。この

スピーカーは強い指向性によりスピーカーの正面

にいる人にのみ音を出す構造のため周囲からの反

響音が少なく、音量を上げたときに難聴者がしば

しば訴える「逆に聴こえにくい」という症状を軽
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減できるとされる（図 1 A）。またスピーカーの

エンクロージャの工夫により会話領域で特に必要

とされる 1,000 − 2,000 Hz の音量を増幅する

（図 1 B）。このスピーカーは 2013 年末より発売

され、自治体や難聴療育機関等へ貸し出しも行わ

れている。

この難聴支援スピーカーの有用性について以下

の二つの側面から検証した結果を報告する。 a）

市販品モデルの Comuoon
®スピーカーを九州大

学耳鼻咽喉科外来の一室に設置し難聴者の診療時

に使用した。このときにアンケート調査を行い、

診察医と難聴患者のコミュニケーションに役立つ

か検討した。 b）また、本スピーカーを 2014 年日

本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会の演台上に設

置した。学会発表者の大部分は健聴者である。学

会発表者にアンケート調査を行い、本スピーカー

が健聴者の聴取の妨げにならないか、また学会会

場の持つ音響特性がどのように聴取に影響を与え

るかを検討した。これらの結果に若干の文献的考

察を加えて報告する。
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図 1 Comuoon
®の指向特性・周波数特性

A：Comuoon
®の指向特性を 125 Hz− 8 kHzにおいて示す。高い周波数ほど回折が減少し

前方へ強く指向する。

B：Comuoon
®の周波数特性を一般的なモニタースピーカーとの対比において示す。1,000

− 2,000 Hzで特に音圧が高められている。東京都立産業技術研究センター調べ。



対象と方法

前述の 2方法を用いて検証を行った。

a）耳外来の診察ユニット上に Comuoon
®スピー

カーを設置し、診察デスク上に置いたマイクで医

師の声を拾うようにした（図 2 ）。スピーカーは

ONにして外来診療を行い、診察終了後にスピー

カー電源を OFFにして会話を続け、スピーカー

の存在下で聴取の改善がみられたかを質問紙を用

いて問診した。検討対象は 2014 年 2 月から 7 月

までに当科耳外来を受診した難聴者 25 名とした。

内訳は軽度難聴 2 名（30− 49 dB）、中等度難聴

10 名（50− 69 dB）、高度難聴 6 名（70− 89 dB）、

重度難聴 7 名（90dB−、うち人工内耳 4名）。補

聴器や人工内耳の装用者は、日常的に使用してい

る通常の状態で検討を行った。患者の主観的評価

を以下の 4段階から選択する方式とした。 1）悪

い、 2）変わらない、 3）少し良い、 4）良い。

この評価について、患者の聴力や聴覚支援機器

の有無、難聴の原因などの項目と合わせて検討を

行った。

b）2014 年 5 月の第 115回日本耳鼻咽喉科学会総

会・学術講演会の会場において全 10 会場の演台

それぞれに Comuoon
®スピーカーを設置した（図

3）。演者 PC受付においてアンケート用紙を配

布し、回答項目として会場、年齢（−歳代）、性別、

難聴の有無、聴覚支援機器の有無、Comuoon
®の

印象を選択する方式とした。印象の選択肢は、1）

ない方が良い、 2）変わらない、 3）あった方が

良い、4）毎回使いたいの 4段階とした。アンケー

ト用紙の回収箱は各会場および総合受付に設置し

た。

結 果

a）耳外来における難聴患者の反応

Comuoon
®スピーカーの存在下において 21 名

（84.0％）で聴取改善が認められた。聴取が悪化

した症例が 1 名（4.0％）、変わらないは 3 名

（12.0％）であった（図 4 ）。聴力別の検討では、

難聴の程度が進行するにつれ Comuoon
®の聴取

成績も不良となる傾向がみられ、軽度から中等度

難聴では聴取成績が非常に良好であった。人工内

耳装用者は 5名であり、悪化が 1名（20.0％）、少

し良いが 4名（80.0％）であった。補聴器装用者

は 13名で、変わらない 2名（15.4％）、少し良い

3名（23.1％）、良い 8名（61.5％）であった。性
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図 2 外来の様子

診察ユニット上に Comuoon
®スピーカーを置いて

患者側に向け、診察デスク上にマイクをおいて医師

の声を拾う。強い指向性（右）のため、この至近距

離でもハウリングは起こらない。

図 3 学会会場に設置した Comuoon
®スピーカー

全会場の演台上に Comuoon
®スピーカーを設置し、

会場マイクと接続した。同演台には演者用マイクが

設置されているがハウリングは起こらない。



別や年齢による差は認めなかった。難聴の種類別

では、伝音難聴 1 名、混合難聴 2 名はいずれも「良

い」であった。語音聴力検査は 25 名中 19名で施

行しており、語音弁別能が良好な患者の方が「良

い」の割合が高かった（図 5 ）。

b）日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会におけ

る演者の反応

一般演題、特別講演、宿題報告のうち PC受付

を通過した 693 演題の演者にアンケートを配布

し、有効な回答は 93部であった（回収率 13.4％）。

回答者の内訳は男性 66 名、女性 27 名。難聴者は

3名（3.2％）で、うち 2 名（2.2％）が補聴器装用

者であった。回答者の年齢分布は 39 歳以下が 5

名（5.4％）、40歳代が 34 名（36.6％）、50歳代が

31 名（33.3％）、60歳代が 18名（19.4％）、70歳

以上が 5名（5.4％）であった。Comuoon
®スピー

カーの印象は、 1）ない方が良い 1 名（1.1％）、

2）変わらない 53名（57.0％）、 3）あった方が

良い 30 名（32.3％）うち難聴者 1名、4）毎回使

いたい 9名（9.7％）うち難聴者 2名であり、健聴

者であっても加齢に伴って Comuoon
®が有用と

感じる演者の割合は増加した（図 6 ）。会場別の

検討では、第 1 会場と第 5 会場で評価 3（あった

方が良い）以上がそれぞれ 58.3％、45.5％、毎回

使いたいという最高評価がそれぞれ 16.7％、

27.3％と、Comuoon
®が有用であった回答の割合

が多かった（図 7 ）。

考 察

難聴支援スピーカー Comuoon
®は、補聴器を

必要としない軽度の難聴（多くの加齢性難聴者を

含む）や、補聴器や人工内耳を装用して静寂環境

下で音声会話が可能であるが周囲の環境次第で聴

取が困難となる高度難聴者を主なターゲットとし

て開発された。まず難聴者にとってどの程度有用

であるのかを明らかにするため、当科耳外来を再

診した難聴患者を対象に聞き取り調査を行った。

外来ユニットは個室であり騒音レベルは低く抑え
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図 4 聴力と Comuoon
®の評価

横軸に難聴者からの評価、縦軸に良聴耳の純音聴力

(dB)を示す。聴覚支援機器の有無を凡例に示した。

軽度−中等度の難聴者からの評価がおおむね高かっ

た。

図 5 語音明瞭度と Comuoon
®の評価

横軸に難聴者からの評価、縦軸に裸耳での最高語音

明瞭度を示す。語音明瞭度が高い難聴者から高い評

価が得られる傾向がみられたが、裸耳で 0− 40％と

語音弁別能の低い被験者からもある程度の評価は得

られた。



られている。図 4 に示すように、多くの難聴患者

で聴き取りの改善がみられ、外来担当医が言い直

す回数や声の大きさも軽減したように感じた。軽

度から中等度難聴に対して特に有効で、重度難聴

に対しては著明な改善は得られにくい印象であっ

た。語音聴力に着目すると、最も高評価だった群

の最高語音明瞭度の平均は 77.0％、それ以外の群

では 19.4％であり、軽度−中等度難聴患者により

有効であることが示された。補聴器装用者の

84.6％、人工内耳装用者の 80.0％で聴き取りの改

善が得られており（聴覚支援機器なしの群では

85.7％）、既存の聴覚支援機器との併用でも難聴
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図 6 学会演者の Comuoon
®に対する評価

全 93 回答の内訳。評価毎の回答者数・難聴者数を下に示し、59 歳

以下と 60 歳以上に大別した年齢毎の評価を色分けして示した。

Comuoon
®によって聞こえにくくなるという感想はわずか 1回答

のみであった。

図 7 会場毎の評価

横軸に各会場、縦軸に評価毎の回答数を示す。最高評価は第 1 会場

（16.7％）、第 5 会場（27.3％）で多く得られた。



者の quality of life（QOL）改善に寄与できる可能

性が示唆された。一方、耳鼻咽喉科医師を含む健

聴者十数名に印象を尋ねたところ、全く変わらな

いという意見が大半であった。

騒音環境や、反響・残響の大きい環境では難聴

者の聴き取りは著明に悪化する5)。このような環

境下での Comuoon
®の効果を検証するため、 b）

の検討を行った。演台上に Comuoon
®スピー

カーを設置し、質疑応答や座長のマイク音声が会

場スピーカーおよび Comuoon
®スピーカーから

出力されるように接続した。集団の大部分が健聴

者であり、難聴者は 3名であった。発表者が確実

に通過する PC 受付においてアンケートを手渡

し、スタッフから説明も行ったが、回収率はわず

か 13.4％にとどまった。回収箱の場所が分かり

づらかったこともあるが、難聴者サポートに理解

があるべき職種の一つである耳鼻咽喉科医の集団

でもこのような低い回収率であったことは、社会

の難聴者に対する無関心さを反映しているともい

える。アンケート結果をみると、健聴者において

は多くの会場で Comuoon
®のメリットが認識さ

れにくい傾向がみられた。一方で難聴者（ 3名、

3.2％）にとっては Comuoon
®の存在が質疑応答

時の助けになる傾向が有意にみられた（p=0.02、

Mann＝Whitney U test）。難聴者は反響や残響

の影響を強く受けることが知られている7)。それ

と同様に、会場に設けられた複数のスピーカーか

らわずかな時間差をもって演者の耳に届く音はエ
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図 8 会場の様子

上：第 5 会場。天井に備え付けのスピーカー位置を○印で示した。演台の両側にスピーカーがある。

下：第 9会場。演者に近いスピーカーは 1つしかない。



コーのかかった反響音に類似した聴こえ方をする

ため、難聴者には聴き取りづらいと思われる。

Comuoon
®の評価が特に高かった第 5 会場のス

ピーカー配置をみると、演者に近い場所に 2つの

天井スピーカーがあり、演者からおよそ 1：3の距

離で配置されている（図 8上）。故にこの 2 つの

スピーカーからの音は、天井高 3.3m、0.5mの

演台上に立つ演者の身長を 1.7m とすると約 5

mm秒の位相差をもって演者に届くことになる。

さらにこの会場の天井には後ろまで複数のスピー

カーが埋め込まれており、反響したかのような音

が聴こえるため聴き取りづらくなるものと思われ

た。別の会場（図 8下）では演者に近いスピーカー

が 1つしか存在しない部屋もあり、このような部

屋では複数のスピーカーからの反響類似音は発生

し に く い。健 聴 者 は ほ と ん ど の 会 場 で

Comuoon
®の効果を「変わらない」と回答したが、

第 5 会場は「毎回使いたい」という回答の割合が

他会場より高かった。健聴者は通常の音響では

Comuoon
®のメリットを感じることはないが、特

に第 5 会場のような音響特性の悪い環境において

は指向性の強い Comuoon
®のメリットが活きた

と考えられた。このような環境は難聴者にとって

はさらに過酷であり、Comuoon
®の高い指向性が

聴取改善に寄与できる可能性が示唆される。また

健聴者からの「ない方が良い」という回答はほと

んどなかった。このことは Comuoon
®が健聴者

の聴取を邪魔することなく難聴者の聴取をサポー

トしたことを示唆する。

また、Comuoon
®のもう一つの特長である周波

数特性について考察する。聴力は加齢とともに高

音域から低下する傾向があり8)、t、k、sなどの主

要な子音の中心周波数は 1 − 6 kHz の帯域に含

まれるため、多くの加齢性難聴では母音よりも子

音が聴き取りづらくなる9)。Comuoon
®スピー

カーはエンクロージャの構造によって 1− 2 kHz

を中心に高音域をブーストする設計がなされてお

り、利用者の年齢によって有用性に差が出る可能

性を考えた。図 6 に示すように、「健聴」と回答し

た演者の中でも年齢に伴って高い評価を与える傾

向がみられ、Comuoon
®の周波数特性が会場の音

響下でも聴取改善に寄与する可能性が示唆され

た。

ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社中石

真一路代表には製品の詳細やセットアップ、学会

会場設営等多岐にわたり協力頂いた。九州大学芸

術工学部音響デザイン専攻白石君男教授には音響

と補聴の関係について教示頂いた。また、熊本大

学耳鼻咽喉科山田卓生先生には人工内耳ユーザー

としての貴重なご意見を頂いた。この場をお借り

して謝意を表したい。

利益相反についての関連事項なし。
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Hearing loss is a communication disorder that induces a serious handicap into various aspects of life, including

language acquisition, school work, employment and normal daily activities in the home. Hearing aids and cochlear

implants have become more widely used among patients with hearing loss. However, some patients with hearing

loss do not utilize such hearing-assistive devices because of the appearance, the impression of aging and the high

price. In addition, hearing aids are sometimes not adequate for patients with severe to profound hearing loss. To

address these problems, a hearing-assistive speaker, called Comuoon
®
, was developed by a non-profit organization

(NPO) in Japan. The Comuoon
®

device has a strong directional and consonant-specific frequency property. We

herein report on the efficacy of the Comuoon
®
speaker.
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