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Ⅰ 問題と目的 

大学や短期大学、高等専門学校などの高等教育

機関に在籍する聴覚障害を有する学生（以下、聴

覚障害学生）は授業を受ける際、手話通訳、パソ

コン（以下、PC）テイク、ノートテイクなど視覚

伝達手段である情報保障が使われていることを述

べている（青木，2006）。しかし、石原・小林・内

藤・村上・加藤・皆川（2001）は、PC テイクや

手話通訳を用いて授業を行った後に、聴覚障害学

生に質問紙調査をしたところ、文字情報が多いた

めに読み切れないといった課題があることを明ら

かにした。また、授業者の音声の聴取ができる聴

覚障害学生がいることから、講義場面における音

声情報が重要であることを述べている。現在、小

中学校等の通常学級に在籍する聴覚障害児の多く

が FM補聴システムを使用している（中瀬，2003）。

FM 補聴システムは視覚伝達手段である情報保障

で取り組まれてきた方法と異なり、専門知識を有

する人材に頼らずに、授業者の音声情報を獲得す

ることができるという利点がある。しかし、森・

杉井・高橋・久保（1998）や森・高橋・澤田・三

代・久保（2001）は屋外で FM補聴システムを使

用しても、屋内より反応が悪いため使えないと述

べている。また、森ら（2001）や中瀬（2007）は、

通常の学級で FM補聴システムを使うと、周りの

児童の声が入らないために、使用に関しては十分

な配慮が必要になってくると述べている。このよ

うにFM補聴システムの課題について小中学校の

授業で研究されているが、高等教育機関、特に最

も学校数の多い四年制大学や大学院（以下、大学）

でのFM補聴システムを使用した授業における研

究は見られない。大学では座学での講義形式の授

業もあれば、討論を行うような形式や実習形式の

授業もあるなど、授業形式が小中学校に比べ多様

である。大学の授業において実際にどのように活

用されているか、聴覚障害学生本人の意見を集約

した研究は見られておらず、活用状況とその問題

点を明らかにすることは意義があることと言える。 

そこで本研究では、聴覚障害学生が在籍してい

る、または聴覚障害学生に対して支援実績のある

大学での授業における聴覚障害学生に対しての

FM 補聴システムによる授業支援の現状と課題を

明らかにすることを目的とする。また、聴覚障害

学生がFM補聴システムを活用するために必要な

諸要因を明らかにし、FM 補聴システムを使用す

る上での授業における聴覚障害学生への支援や配

慮の在り方を検討することを目的とする。 

Ⅱ 研究Ⅰ 大学におけるFM補聴システムの使

用状況に関する研究 

１ 方法 

１）対象 

全国障害学生支援センター（2013）のデータを

基にした聴覚障害学生が在籍している、もしくは

聴覚障害学生への支援実績のある 231大学 

２）手続き 

 郵送法による質問紙調査 

３）調査内容 

暫定質問項目は日本学生支援機構（2015）を参

考に作成した。 

（１）聴覚障害学生に関する概要 

（２）情報保障に関する内容 

（３）FM 補聴システムを使用する聴覚障害学生

（研究Ⅱの対象者）への研究協力の可否 

４）実施時期 

 2015年 6月～10月 

５）分析の方法 

 選択肢による回答については単純集計をした。

自由記述による回答については質的研究の分析で

使われる戈木（2005）のグラウンデッド・セオリ

ー・アプローチ（以下、GTA）を参考に、データ

を文脈から切り離してラベル名をつけ、それらを

まとめ直してカテゴリーを見出した。 



 

 

以下、本文中ではカテゴリー名を＜ ＞、ラベ

ル名を【 】と示す。 

６）倫理的配慮 

 本研究を進めるにあたり、本学倫理審査委員会

の承認（承認番号 2015-22）を受けた。 

２ 結果及び考察 

 調査対象とした 231大学のうち、122大学から

返信があった（52.4％）。その 122大学の中で授業

支援をしている大学は98大学であり、40名がFM

補聴システムを使っていた。FM 補聴システムを

使う理由は「聴覚障害学生が希望するから」が最

も多かった（表 1）。その他では、「FM補聴システ

ムは簡便で負担が少ない」や「FM 補聴システム

を取り入れることで、より良い支援ができると考

えたから」と大学が判断して聴覚障害学生に勧め

ていると考えられる回答もあった。 

大学が感じている情報保障の課題（表 2）につ

いて、【経費に関する問題】【支援者の確保の問題】

や＜支援者の専門性＞では、視覚伝達手段である

情報保障を行う際に専門知識を有する支援者の確

保や支援者に対する謝礼金等の予算が足りないと

いった回答があった。この問題を解消するために、

「支援者や手話通訳できる人材がいないから」と

いう理由でFM補聴システムを導入したという回

答者がいたことから、聴覚障害学生から FM補聴

システムを授業に導入したいという要望があれば、

支援者不足の解消にもつながると考えられる。そ

の一方で、FM 補聴システムを使用するにあたっ

て、【支援体制の維持に関する問題】や【実習場面】

で連携に関する課題があったことから支援体制の

構築の必要性が挙げられること、【聴覚障害学生の

情報保障に対する意識の問題】では聴覚障害学生

がより良い支援を受けるために学生自ら能動的に

働きかける意識の軽薄化が挙げられた。 

このように大学の聴覚障害学生支援に関する課

題について、FM 補聴システムにより解決しうる

内容が含まれていた。一方で、実際に FM補聴シ

ステムを使用している学生がその利点や課題につ

いてどのように感じているかは明らかになってい

ない。そこで、実際に FM補聴システムを使用し 

 

ている聴覚障害学生を対象とし、どのような授業

でFM補聴システムが効果的に活用されているか、

もしくは活用されていないか、その理由を分析し、

FM 補聴システムをより効果的に活用する上での

必要な要因を詳しく調べる必要があることが考え

られた。 

Ⅲ 研究Ⅱ FM 補聴システムの効果的活用に必

要な要因に関する研究 

１ 方法 

１）対象 

現在 FM補聴システムを使用しており、研究Ⅰ

の調査依頼の際に研究への調査協力が得られた聴

覚障害学生 6名、および筆者が個人的に調査依頼

を行った聴覚障害学生 2名の計 8名 

２）手続き 

郵送法による質問紙調査 

３）調査内容 

伊東・四日市（1999）や中川（2003）、鈴木・

原・岡本（2002）を参考に作成した。 

（１）属性 

学年、聴力レベル、使用している聴覚補償機器、

主なコミュニケーション手段 

（２）FM 補聴システムが効果的に活用された、

もしくは活用されなかった授業 

表 2 大学が感じている課題に関するカテゴリー 

＜カテゴリー＞ 【ラベル】

情報保障機器
経費に関する問題
支援者の確保の問題
支援体制の維持に関する問題
演習場面
実習場面
合理的配慮
聴覚障害学生の情報保障に対する意識の問題
スキルの質の問題
支援者の知識の専門性

その他

支援体制

授業形式による支援方法の課題

障害理解

支援者の専門性

表 1 大学で FM補聴システムを使用する理由 

複数回答（n=40） 

理由 回答数（人） 割合（％）

聴覚障害学生から希望が
あったから

32 80.0

ほかの大学などでも使用
しているから

3 7.5

その他 6 15.0
無記入 3 7.5



 

 

授業科目、授業形式（講義、演習、実験、実習、

実技）、その理由について 

（３）その他 FM補聴システムの活用に必要と思 

われる事項 

４）実施時期 

2015年 7月～11月 

２ 結果及び考察 

 研究Ⅱの対象者のプロフィールを表 3 に示す。

それぞれ対象者のコミュニケーション手段につい

て見てみると、全ての対象者が音声または口話を

日常場面でコミュニケーション手段として用いて

いた。このことから、FM 補聴システムを使用す

る学生は、聴覚活用が十分に可能であることが推

測された。また、聴力レベルや補聴機器の使用歴

の長さや使用している補聴機器も様々であった。 

次に、FM 補聴システムが効果的に活用される

要因について選択回答または自由記述により得た

回答を分析した。 

話し手である教員が影響する要因としては、「ゆ

っくり話す等、教員の声が分かりやすいと理解で

きる」など、教員の話し方について意見が挙げら

れていた。また、「筆談など他の方法も併せて話し

たから」など、視覚的な手がかりを補助的に提示

しながら授業を進めることが望ましいことがうか

がえた。 

講義や演習など授業形式が影響する要因として

は、以下の内容が挙げられた。話し合いを行う演

習形式の授業場面では、「話し合いの中でルールを

決めているため、全体で理解があり、発言者がマ

イクをもつ途中に意見をはさまない等、分かりや

すい進行に一役買っている（原文ママ）」など、一

度に複数の人間が話さないなどの工夫をすること

が挙げられていた。また、聴覚障害学生が話し合

いに参加するために、聴覚障害学生が自ら働きか

け、周りの学生の協力を得ることやルールを決め

る等の行動が必要であることがうかがえた。 

その他に、授業支援に関係する者（事務職員・

教員など）との連携をとることも重要である。FM

補聴システムの機能に関して、「フォナックのズー

ムリンクは電源の入れ方、切り方が分かりにくい 

 

ため、機器の説明もせねばならなくなり余計に面

倒。また首からかけるとマイクと服が擦れる音が

入ることがあり、その講義は最悪な時間になる。」

とFM補聴システムの送信機の使用の難しさにつ

いての報告があった。FM 補聴システムを使用し

ていてもその使用方法を把握していない聴覚障害

学生もいた。このことから、聴覚障害学生や教員

が、FM 補聴システムの機器や機能についての深

く理解することが必要だと思われる。鶴田・大山・

坂井（2012）は、FM補聴システムの使用に際し

ては、送信機を使ってもらうために話し手の教師

の理解と協力が必要不可欠であるため、聴覚障害

学生が実際にFM補聴システムを使用して授業を

受け、担当教員にその効果を実感してもらうこと

や、FM 補聴システムの有効性や必要性について

医療機関や業者がレクチャーを行う等情報提供す

ること、関係機関が継続的に連携することが重要

であると述べている。それに加え、大学間で勉強

会を定期的に行う等連携していくことが必要であ

る。 

さらに、聴覚障害学生が学外の実習先の関係者

と相談する機会がないために使用してもらえない

など、在籍する大学以外で実習を行う際に協力が

得られにくいという意見があった。一方で、「FM

があるから全部大丈夫！と誤解されることも多い

ため、説明して理解してもらうのがいつも大変。

大学 4年なので、就職で説明会や面談に行くとき 

 

表 3 対象者のプロフィール 

 

右 左

A 男 1年 医学 生まれつき
95dB
(30dB)

85dB
(30dB)

音声、口話、
筆談、指文字

B 男 4年以上 医学 生まれつき
100dB
以上

100dB
以上

音声、口話

C 女 1年 心理学
出生後～
小学入学前

110dB
（90dB)

120dB
口話、筆談、
手話、指文字

D 女 2年 工学 生まれつき
100dB
(50dB)

110dB
(60dB)

音声、口話、
筆談、手話、指文字

E 男 2年 理学 生まれつき
100dB
以上

(60～
70dB)

音声、口話、筆談

F 男 4年以上 医学 生まれつき 90dB 90dB
音声、口話、

筆談、手話、指文字

G 女 1年 教育 生まれつき
100dB
(50dB)

100dB
(40dB)

音声、筆談、
手話、指文字

H 女 4年以上 社会科学
出生後～
小学入学前

90dB
(60dB)

90dB
(60dB)

音声、口話、
筆談、手話、指文字

普段使用する
コミュニケーション

専攻
内容

対
象
者

性
別

大学
学年

聴覚障害に
なった時期

裸耳聴力レベル
（補聴機器装用下）



 

 

に持参してお願いした。手話通訳やノートテイク

よりも手軽なため、企業側もすぐ受け入れてくれ

た。障害の説明についても『これをつけることで

いくらか聞こえやすくなる』と実践できるので、

企業側も安心してくれた。」というように聴覚障害

学生が企業の関係者と話す機会を設けることで理

解されるケースもあった。大学外においても FM

補聴システムの必要性を分かってもらうためには、

聴覚障害学生が直接学外機関に相談したり、もし

くは大学のコーディネーターなどに相談する機会

が増えることが必要だと考えらえる。 

Ⅳ 総合考察 

FM 補聴システムを使用する理由として、研究

Ⅰの結果から、「聴覚障害学生から希望するから」

や「聴覚障害学生本人が持参しているから」とい

う回答があり、学生が自ら使用を申し出るケース

が多いと推測された。また、研究Ⅱの対象者 8名

のコミュニケーション手段をみると、全ての聴覚

障害学生において音声か口話によるコミュニケー

ションが可能であるため、彼らは充分に聴覚活用

ができていることが推察された。また、小学生の

ときから授業でFM補聴システムを使用している

学生やFM補聴システムに対する評価が高い学生

もいたことから、現時点で FM補聴システムを使

用している聴覚障害学生は、その有効性について

十分理解していることが考えられる。 

次に、FM 補聴システムが効果的に活用される

ために必要な要因について考察する。 

研究Ⅰにおいて、聴覚障害学生の情報保障に対

して能動的に働きかける意識の低下が挙げられて

いた。研究Ⅱでは、教員がゆっくりとはっきり大

きく口を開けて話す等、聴覚障害学生にとって分

かりやすい話し方をすることや、教員が視覚的な

提示物の工夫をすることでFM補聴システムが活

用されることが明らかになった。一方で、教員に

聴覚障害学生が自ら要望を伝えることも必要であ

ると考える。また、聴覚障害学生が見ることの支

援で満足してしまい、聴くことの支援に対する意

識が向かないという報告が研究Ⅰであったことか

ら、聴覚障害学生が聴くことの支援に対する意識

の向上が必要であると考える。 

また、研究Ⅰにおいて【支援体制の維持に関す

る問題】や【演習場面】での実習先との連携に関

する課題についての回答があり、研究Ⅱにおいて

も、聴覚障害学生や教員が FM補聴システムの使

用方法について理解していないという回答があっ

た。また、就職先や実習先で FM補聴システムに

ついて説明する機会が必要という回答も得られた。

これについて鶴田ら（2012）は、大学は情報保障

だけでなく就職支援までの支援体制の構築をして

いくために企業との連携の必要性があることや

FM 補聴システムの欠点やその欠点に対してどの

ように対策していけば良いのか聴覚障害学生や学

内の関係者がFM補聴システムに関する業者から

レクチャーを受けることや教員間で使用方法につ

いて情報共有していく必要があると述べている。

このことから、聴覚障害学生と大学、実習先、企

業等の関係者との連携をとる必要があると考える。 
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