
映画 

「FAKE」 
で語られなかったある事実 

「ベートーベンは佐村河内守より聞こえていたのか」 

は誰にも言わないでください。 

もし、あなたが 

ドキュメンタリー映画「FAKE」森達也監督 

を見ていたら最高です。さらに 

ＤＶＤディレクターズカット版 

を見て、一緒にくり返し読んでいけば、 

佐村河内守、森達也監督、全員が気づいていないかもしれない 

盲点「壮大なネタバレ」に気づくでしょう 

前川修寛 
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■はじめに あなたへの手紙 

 
「映画『FAKE（フェイク）』で語られなかったある事実」をお読みいただき

ありがとうございます。はじめまして、前川修寬（まえかわのぶひろ）です。

映画「FAKE」をご覧くださったあなた、ありがとうございます。映画の京都市

嵐山で佐村河内守との対談に出ている、「太った、ただの聴覚障害者」です。（笑） 
 
映画ではわたしの出演シーンは５分足らずでしたが、日本全国で大きな反響

があり、当初予想していた以上に大きかった事に驚きました。ラストにつなが

る重要な鍵となった対談であり、作家の岡映里さんをはじめとする多くのマス

コミ関係者の方々から絶賛のコメントをいただきました。 
 
一方、難聴や聴覚障害については深く掘り下げたわかりやすい表現で説明を

したものの、上映時間の都合で十分に伝えられなかったこともありました。 
 
２０１７年３月、ＤＶＤディレクターズカット版が販売になり、繰り返し見

られるようになりました。未公開シーンが２０分追加され、佐村河内夫妻と１

５年つきあいのある目の見えない少女が証言するシーンが追加されました。 
 
２０１６年９月に短期間公開して、大好評だった、３３ページの先行版をさ

らに検証し、大幅に加筆しました。もし、あなたが映画「FAKE」を一度しか見

ていなければ、「壮大なネタバレ」にならないので、今すぐＤＶＤディレクター

ズカット版を見られるようにして、くり返し見ながら読むことをお勧めします。 
 
日本初の試みとして、これまできこえる人にわかるように説明されていなか

った、難聴・聴覚障害の「グラデーション状の曖昧さ」のむこう側に隠れた「鏡」

に映し出された、「本質的なもの」をより深く掘り下げて書きました。それは難

聴・聴覚障害だけでなく、「自分自身」を理解する際にも役立つでしょう。 
 
「自分がこの経験で何を学んできたか、読む人に与えられる豊かさは何か」

と、言葉を意図的に選んで「クスリ」も混ぜつつ書きました。もし、あなたが

今わからなくても、100 回位くり返し読んでいけば、ふと悟るでしょう。 
 
あなたに読んでいただき、光栄です。あなたに幸せと豊かさが多くやってき

ますように、そしてどこかで読んでくださったあなたとお会いできることを楽

しみにしています。ありがとうございます。  
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【謝辞】（敬称略） 
佐村河内守香夫妻ありがとうございます。京都市嵐山での撮影に快諾してく

ださった橋本佳子プロデューサー。見事な質問をしてくださった森達也監督。 
山崎裕カメラマン、池田健助手にはプロの仕事を間近で見せていただきまし

た。当日取材された、ライター武田砂鉄、編集者の品川亮、素晴らしい質問の

おかげで自分でも気づいていなかった事を説明できました。まだお会いしてい

ない関係者のみなさん、歴史に残る貴重な機会をありがとうございます。 
映画試写会でご覧になって、私にメッセージをくださった作家の岡映里、再

度のバッシングの可能性を覚悟していた緊張感が解けました。新鮮な視点での

コメントをくれた山梨県の八ヶ岳南麓フレンチレストラン「テロワール 愛と胃

袋」女将の石田恵海。感想をくださった多くの方々、ありがとうございます。 
 
父禎兵、私に発音訓練を重ねてくれた亡き母ムツ子、弟祐徳、私達家族を励

ましてくれた、祖母サワ、完成直前に霊界に旅立った伯母浜田キヨ子、伯父勲、

伯母迫田優子、祖父母吉田栄造多美恵、理郎美種夫妻、西村栄次郎宣子夫妻、

山本芳孝まり子夫妻、十川剛たまみ夫妻、澤山宗義奈津子夫妻、冨宿眞利、廣

次、若松美津子、賢治三兄弟をはじめとする親戚達。 
 
何もわかっていなかった私に身体障害の認識を教えてくれた河陽輝、自分の

頭で考える事に気づかせてくれた川端章義、ヒーリングを学んでいる辻浦弘子

と仲間たち、自己紹介を教えてくれた田中省三、発声のヒントを教えてくれた

長谷川太一、笑顔の大切さに気づかせてくれた森川あや子、さりげなくフォロ

ーしてくれる兎五百里、北島聡之、川島将、そして多くの素晴らしい友人達。 
市議会の話などを教えていただいている白石多津子市議、山本智市議、冨岡

浩史市議、「チーム勝竜寺」のよき皆さん。毎月参加している京都霊山護國神社

清掃奉仕の会の代表山中浩市、いつも声をかけてくれる磯野勝府議、磯野光政、

守井直樹、渡辺邦子府議、藤山裕紀子府議、木村弥生衆議院議員、田中英之衆

議院議員、母校麗澤瑞浪高等学校、京都コンピュータ学院の友人達。 
 
京都市「串カツ＆バー前川屋」の同窓会で再会した京都府立聾学校幼稚部の

同級生達、中西恭子、馬場月美、河本みよ子、高田冨美枝、高尾洋子、利根千

賀子、黎明期にキュード法を考案された馬場喜美子と松下貞雄の先生方そして

歴史の先人達。皆さんがいてくれたおかげで映画「FAKE」への出演が実現し、

日本中で多くの人達が自ら気づき、新たな視点を拓く事ができました。 
ありがとうございます。皆さんがますます幸せで豊かになりますように。 
 
   平成２９（２０１７）年７月吉日      前川修寛  
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■映画「FAKE」で語られなかったある事実 

■佐村河内守は本当に聞こえているのか？ 

 
わたし、前川修寛が佐村河内守と実際にお会いしたのは２０１５年６月に京

都市嵐山のホテルで対談した時です。当日の対談の一部の様子が森達也監督の

ドキュメンタリー映画「FAKE」で公開されました。 
 
映画歴史に残る作品で、異例の長期ロングラン上映となり、京都映画祭やド

イツ国際映画祭、韓国、香港、オランダ、タイ、スイス、これを書いている２

０１７年５月時点で台湾の桃園市国際映画祭など、世界各地の国際映画祭で絶

賛上映されています。そして日本映画専門チャンネルでも公開が決まりました。 
 
そして「フェイク」の言葉をよく見かけるようになりました。小泉進次郎衆

議院議員がインタビューで「フェイクニュースの時代ですね。何が本当で、

何が嘘か」と答えていました。実際、この映画を見た議員や聾教育関係者、当事

者も多く、社会全体にじわじわと影響が広がっていることに気づきます。 
 
この映画が制作されるきっかけとなった２０１４年の「ゴーストライター騒

動」の行き過ぎた報道で社会中に広まった、佐村河内守氏が「聞こえている」「難

聴を偽る詐聴」「作曲できない」といった話は事実ではない、と断言できます。 
 
映画の撮影時、本人を注意深く観察しましたが、明らかに難聴、聞こえてな

い人の特徴が多くありました。主なものを書きましょう。 
 
まず、視線の動きが明らかに聞こえる人の視線の動かし方ではなかったとい

うこと。人間の視線の動きは無意識にわかる方向を見ようとするので、音や話

が聞こえている方に集中することがほとんどです。 
 
映画ではわたしの方を見ているように編集されていますが、実際にはわたし

の左側に座っていた手話通訳をされていた香さんの手の動きに視線が集中して

いました。普通に耳が聞こえていたら、まずあり得ない動作です。 
 
「きこえている」「筆談した事が無い」という話はあり得ない話です。 
わたしが登場するシーンで電子メモパッド「ブギーボード」を指して、「書い

てもらうかもしれない」と説明していることに気づいた人はいるでしょうか。 
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この直前に佐村河内守氏とは撮影前にホテルの喫茶コーナーで顔を合わせて

挨拶をしています。手話通訳でもある香さんが席を外していたため、何度も話

を聞き返してくることがあり、「筆談が必要な状態だ」と判断したためです。 
 
後で本人に確認したところ、何度も聞き返したのは音を耳で確認しようとし

たのではなく、口話で再確認するためとの話でした。実際、「か」が「あ」に聞

こえ、「はじめまして」が「あいあいえ」と歪んで聞こえるとのことでした。 
 
佐村河内守氏は言葉を覚えてから、次第に耳が聞こえなくなっています。そ

れまで当たり前に聞こえていた人が難聴になると聞こえはどうなるか。 
 
その聞こえは補聴器を通して聞いても、全て歪んで聞こえ、「耳に入ってくる

音が記憶にある音と違う」状態です。「ねじ曲がって聞こえる音」「FAKE（いん

ちき、ゆがめられた）音」とも表現できます。 
 
さらに佐村河内守氏は耳鳴り持ちであり、感覚的に「ジェットエンジン並の

轟音」であるとのことです。わたしも対談当時、右耳で強い耳鳴りがしていま

したが、耳鳴りを持つ人全員が一律で同じ状態ということはありません。 
 
状況を把握できるよう注意しながら、確認しましたが、よく言われるような

「気のせい」などの類いで済ませられるレベルではありませんでした。きこえ

る人の芝居だとしても、１００％あり得ないものでした。 
 
NHK の番組「チョイス」によれば、聴覚内部で発生していると言われる重度

の耳鳴り持ちであれば、耳鳴りに覆い隠されるため、外部の音もよほど近くで

ないと聞こえない状態で、聴力が正常であっても、真横を電車が通過しても全

く気づかないくらい、外部の音の聞こえに大きな支障をきたします。 
 
補聴器をつける治療法もありますが、これは耳鳴りがごく軽度の場合であり、

強い耳鳴りがする場合はできません。 
 
佐村河内守氏の発音は静かな場所では割合スムーズな方ですが、それも所々

でまだらな状態でおかしくなる事がありました。わたしが意識して聴くと間違

いなく難聴の声であり、人工内耳をつけて数年の方の声に近いと感じました。 
 
そして、聞き間違いや漢字の読み違いがやたらと多くなる点です。聞こえる
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人は他人が名前など漢字を読みあげている時に耳から関連性を無意識に把握で

きる能力がありますが、聞こえなくなると、聞いて漢字を連想したり、聞いて

覚える能力が弱くなるため、思うようにできなくなります。 
 
映画ではカットされましたが、わたしが「新垣」を「あらがき」と名前の読

み違いをしており、皆さん、意味がわからず話がかみ合わなかったことで、難

聴・聴覚障害になると漢字の読み違いが多くなることを説明しました。 
 
佐村河内守氏はわたしの説明をきいて、「自分も耳が聞こえなくなってから漢

字の読み違いが多くなったが、それがなぜなのか、説明できなかったが、前川

さんの説明でやっとわかった」と話してくれました。 
 
 

■難聴・聴覚障害のスペシャリストが検証する 

 
わたし、前川修寛は難聴・聴覚障害のスペシャリストでもあります。１歳の

頃、言葉を覚える前に失聴しています。両耳ともに聴力１００デシベルの聴覚

障害者であり、この状態では言語発達障害も併せ持つことになります。そして

幼い頃から「厳し過ぎた」といえる聴覚口話訓練を受けてきました。 
 
自分の経験から、難聴や聴覚障害の聞こえ方を２０年かけて独自に研究、き

こえる人がすぐ想像できる説明方法を作成してきました。また、覚えているだ

けで当事者の方々もふくめ延べ人数１００名以上の方の心身の緊張感やコミュ

ニケーションでの悩みの緩和と理解をコーチしてきました。 
 
これまで当事者の間でもごく一部しか語られてこなかった未知の難聴・聴覚

障害者が陥りやすい、精神面の弱さや悩みなどをわたし自身が多く経験したこ

と、心身を癒やし、自己肯定感等を回復しつつ、その過程で聞こえと感情の関

係、良好な人間関係を築く独自のコミュニケーション方法を研究してきました。 
 
今回の「ゴーストライター騒動」当時、ブログで難聴・聴覚障害の事実を書

き、報道内容のおかしさを厳しく指摘した結果、わずか１週間で５万アクセス

を集め、日本中の報道メディアに大きな影響を及ぼしました。 
 
メディアでは「にわか専門家」の無責任なコメントが報道され、その肩書き

や権威で話を鵜呑みにした「聴覚障害ではない難聴なら、聞こえている」「耳が
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聞こえないなら音楽をわかるはずがない」「音楽は全て他人が作った」といった

「FAKE（いんちき、ゆがめられた）」な話が広がってしまいました。 
 
わたしは聞こえる人にわかる説明方法を研究してきましたが、「聞こえ」とい

う状況１つでも、難聴・聴覚障害者と聞こえる人とでは感覚と認識の大きなず

れがあります。残念な事に多くの人がその事に気づいていません。 
 
これまで聴覚障害の話で過剰に演出された「人生の苦悩」「頑張って努力して

克服した」的な美談が売りの話は多くありました。しかし、その聞こえ方や言

語発達障害、コミュニケーション障害など、きこえる人の感覚で「なぜそうな

るのか？」がわかるように説明された話がこれまでありませんでした。 
 

偉大なる先人「三重苦の聖女」ヘレン・ケラーの言葉は抽象的な言葉も多い

のですが、当時の社会情勢で最大限の伝え方であったことを実感しました。 
 
今回の騒動で、無責任な情報など誤った話が社会に出回ってしまったことに、

当事者として、難聴・聴覚障害と本質をわかりやすく説明ができるわたしが顔

も名前も出して話しようと、映画「FAKE」への出演依頼を快諾しました。 
 
「自分を好きになろう うつな私をごきげんに変えた 7 つのスイッチ」の人気

作家の岡映里さんから「前川さんの言葉に涙が出た」とコメントをいただきま

した。山梨県の八ヶ岳南麓の予約の多いフレンチレストラン「テロワール 愛と

胃袋」の楽しい女将の石田恵海さんから「前川さんが出ている事で彼は本当に

聞こえていないのだと感じた」「完全に聞こえなくても音楽がわかる」「自分の

思い込みに気づいた」といった素晴らしいコメントを多くいただきました。 
 
一方、惜しくも時間の都合でカットされたところもあり、難聴・聴覚障害に

ついて映像だけでは十分に伝えられたとはいえなかったところもありました。 
当事者の方でよく説明できない人が圧倒的に多いとの話もあり、映画に出て

いる私の経験と研究してきた事も併せて、文章にした方がよいと考えました。 
 
映画「FAKE」で語られなかった事実、佐村河内守、森達也監督、私たち全員

が気づいていないかもしれない盲点、「壮大なネタバレ」が隠されています。 
 
それは多くの人達に気づいてもらいたがっています。あなたもこの本を紙に

印刷して、ＤＶＤを再生装置にセットして、これからわたしと一緒に隠された

「壮大なネタバレ」に気づいていきましょう。さあ、準備はいいですか？ 
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■難聴について医者の説明がよくわからないのはなぜか 

 
わたし達はよくわかっていないのに「マスコミがこう報道していから」「医者

がこういっているから」と「権威」に盲目的に服従してしまっていることがあ

るかもしれません。そこに自分の言葉で考えた主体性はあるでしょうか？ 
 
まず、科学と医学は「絶対」でも「万能の神」ではありません。 
私たちは医者の難聴や聴覚障害に関する説明が、シェフが「食べたことがな

い料理の味」を解説しているのと同じ構図だと気づいているでしょうか。 
 
料理の味がどんな味で、美味しいか不味いかの判断に置き換えてみましょう。 

 
１．「その料理を知っていて、食べたことがある」人と、 

２．「その料理を知っているが、食べたことがない」人と、 

３．「その料理を知らないし、食べたこともない」人 

 
１の人が料理の味を２や３の人に説明しても、味や美味しいか不味いかまで

は判断できません。これを「シェフが食べたことがない料理の味」を解説して

いると想像してみると、ある違和感に気づいたでしょうか。さて、 
 
１．「音は入ってくる、声だけで何を話しているのかわかる」人と、 

２．「音は入ってくるけど、声で何を話しているのかわからない」人と、 

３．「音は全く聞こえない、声で何を話しているのかわからない」人 

 
わたしは補聴器をつけたら２の立場になりますし、補聴器を外したら３の立

場にもなります。 
 
現在はこの２と３の状態を１の「音は入ってくる、声だけで何を話している

のかわかる」経験しかない人にわかるように説明できる当事者がいないのが実

情です。わたしの話をきいて「やっとわかった」と言う方が多くいます。 

 
現在、聞こえる方、とくに医者が説明する「難聴」は、多くが耳栓をした「疑

似体験」で、日常生活に支障のない難聴レベルでの経験と伝聞や憶測からです。 
 
「知っている」と「わかる」とでは大きく違います。新聞で「補聴器をつけ

たら聞こえるようになる」と誤ったコメントを出した耳鼻科医がいたので、調
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べると、この人は蓄膿手術が専門だったのです。人生で聴覚障害を経験してき

たわたしより、わかっていない医学博士がいる事も珍しくありません。 
 
医者であっても全てわかるわけではないので、話を盲目的に鵜呑みにしてし

まうのは気をつけたいものです。もちろん、わたしの話も例外ではありません。 
 
 

■補聴器をつけたら聞こえるようになる？ 

 
私たち難聴・聴覚障害者に対する誤った認識の一つが、「補聴器をつけたら、

聞こえる人と同じように聞こえる」という思い込みです。 
 
聴覚について調べると、その精巧さは補聴器で代替できないことがよくわか

ります。補聴器は３０年前よりデジタル化など、性能は向上しましたが、それ

でも聴覚器官を代替するまでには至っていません。人工内耳も同様です。 
 
難聴の種類は大まかに伝音性難聴と感音性難聴があります。難聴の種類に関

係なく、補聴器をつけたら、一律に聞こえる人と同じように１００％聞こえる

ようになることはありません。 
 
伝音性難聴は外耳道や鼓膜の変形などによって音が小さく聞こえるだけで、

聴覚そのものは問題なく機能していることが多くあります。この場合は補聴器

の装用効果が有効になる可能性が上がります。 
 
これに対して感音性難聴は聴覚器官や神経、脳の障害が要因ですから、聞こ

える音を補聴器で大きくしても、音は大きく歪んで聞こえます。補聴器で音の

歪みを周波数毎に聞こえに合わせて調整しても、効果は多くありません。 
 
実際にわたしの補聴器の音を聴いたきこえる人は全員が大きな音などの不快

さに１０秒も耐えられませんでした。こうしたことから「ねじ曲がって聞こえ

る音」「FAKE（いんちき、ゆがめられた）音」の表現が当てはまります。 

 
また、耳鳴りがある場合や補聴器の音を不快に感じる場合は補聴器を使わな

い方がいい、あるいは長く使わない方がいいと耳鼻科医や補聴器店でも言われ

ます。佐村河内守氏に限らず、補聴器がなかなか使えないという方もいるのは

このためです。 
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■聴力デシベル単位表記の意味をわかっていますか？ 

 
「“全聾の天才作曲家”５局７番組に関する見解」（放送倫理・番組向上機構

〔ＢＰＯ〕）（２０１５年３月６日）の報告書はそれなりに書かれていますが、

失礼ながら難聴や聴覚障害に関わる事など、よくわからないまま書かれている

話もあり、検証できている、とは言えない内容になっていました。 
 
一例としては２０１４年２月１２日に横浜市が記者会見で「２００２年の診

断に一切の不正はなかった」と国の声明を出した、重要な事実が欠けている時

点で、検証および見解として成り立っていないことに気づきます。 
 
ＢＰＯはテレビ局当事者の任意団体でしかなく、法的には何の責任も強制力

もありません。ＢＰＯをアテにしても、その見解は新聞や出版には及びません。 
再度失礼ながら、今回の報告書も「見解」として書かれた文書でしかなく、

肝心な部分が抜けてしまい、根拠にすらなっていません。 
 
難聴・聴覚障害について多くの人は詳しく知りません。こうした情報を伝え

る際、あらかじめ知らないと検証できない話もあります。しかし、今回は難聴・

聴覚障害当事者や団体の多くがこの話に関わる事を避けていました。 
 
言い分の食い違い、過度な演出の問題、人間関係の複雑さ、話の時系列順、

難聴や聴覚障害を誰もよく説明できないなどゴチャゴチャして、誰もよくわか

らない、書く方もわかっていない。そんな状態で出されたのでしょう。 
 
1 つわかる例を挙げましょう。音の単位で使われるデシベル単位は建物の階数

「１階、２階、３階、…１０階」と同じ、音の「エネルギー」段階表記であっ

て、実際の音の「エネルギー質量」ではありません。 
 
多くのきこえる人たちはそれを知らないので、デシベル単位をメートル単位

と同じような単位の考え方で「聴力５０デシベルと６０デシベルの差は１０程

度だからたいしたことないはず」と考えてしまいます。 
 
しかし、実際の聞こえはそんなものではありません。多くが伝音性難聴と感

音性難聴の区別がついておらず、「身体障害者手帳該当ではないなら難聴は音が

小さく聞こえるだけだ」と混同している人も多くいます。 
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わたしがわかりやすい説明を調査と研究、試行錯誤していった中で、「エネル

ギー質量」をおおまかにわかりやすく把握できる方法があります。 
次の通りです。ご安心ください、とても簡単ですよ。 
 

デジベル（ｄＢ）＝１０のｎ乗  「１０の後ろに０がｎ個ある」 

 
数値を以下に書きます。わかりやすくするため、５桁毎に区切って書きます。 

 
10dB＝10,00000,00000 
30dB＝10,00000,00000,00000,00000,00000,00000 
50dB＝10,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000 
60dB＝ 
10,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,
00000 
100dB＝ 
10,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,
00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000 
 
実際は公式での計算をお勧めしますが、おおまかな数値とはいえ、目に見え

ない音を数字で見ると、エネルギー質量がいかに巨大か、気づくでしょう。と

くに注意したいのは人間の物差しでしかないということです。続いて、わたし

たち難聴・聴覚障害者には音や言葉がどう聞こえているかを説明しましょう。 
 
 

■難聴・聴覚障害者にはどう聞こえているか 

 
「音が聞こえるなら言葉もわかるはずだ！」と決めつけるのはおかしな話で

す。なぜでしょうか。次の図を見ましょう。 
 
話をわかりやすくするため、聴覚を視覚に置き換えてみます。 
あなたが映画「FAKE」ＤＶＤで、佐村河内守氏やわたしがきこえを説明して

いるシーンを見てから読むと、よりよくわかるでしょう。 
 
Q.次の図に何と書かれているか全部、書き出していってください 
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【難聴視覚化資料２難聴補聴器つけている人の感覚】

これが難聴者や補聴器をつけている聴覚障害者の感覚です。

なんとかわかる語句もありますが、意図的に「こう書かれているのかな」と

近い言葉を想像して、置き換えようとした人もいるのではないでしょうか。

多くは語句を１つ１つ意識して、確認しないとなかなかわかりませんよね。

まだらに聞こえていても、例外があります。カルタとりで何度も練習して、

百人一首を全部覚えているような場合、「秋の田の～」と聞き取りやすい声で読

み上げられた一部の言葉で、気まぐれに残りの句を連想できる場合もあります。

さらに補聴器を外してみましょう。

Q.次の図に何と書かれているか全部、書き出していってください

【難聴視覚化資料３補聴器を外した聴覚障害者の感覚】
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補聴器を外したら全くわからない＝全聾の状態です。図は印刷のため大きく

していますが、実際はもっと小さい状態です。感音性難聴ではこの状態で音が

聞こえても、「単純な音がしている」状態でしかなく、それが人の話し声であっ

ても「内容が全くわからない」状態です。

薄闇の中で看板が見えても、看板があるとわかるだけで、書かれている内容

がわからない状態と同じです。

Q.次の図に何と書かれているか全部、書き出していってください

【難聴視覚化資料４重度の耳鳴りの感覚】

難聴で重度の耳鳴りも聞こえる状態です。わたしが対談時、突発性難聴によ

って右耳で強い耳鳴りがしていた時の経験で描いた図です。相当時間をかけて

もどう聞こえているか、把握できるのは難しそうだと思いませんか。

この状態で音が聞こえていても、言葉が何を話ししているのか、よくわから

ない事実にかわりはないことに気づきます。

では次に行きましょう。

Q.１秒で次の図に何と書かれているか識別してください

【難聴視覚化資料１聞こえている人の感覚】
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目が見えるなら言葉を瞬時に認識できます。これが快適に聞こえている人の

感覚です。実際の音を意識せず快適に認識できる聴覚と脳のはたらきがどれだ

け素晴らしい「奇跡」か、気づきます。

■「耳が聞こえないと感じたことはない」の正体

「佐村河内守の耳が聞こえないと感じたことはない」を検証しましょう。

この発言をした人達は明らかに「嘘」をついています。私たち難聴・聴覚障

害者がきこえる人によく説明できない事をいいことに一方的な話をしています。

あなたのために事実を書きましょう。感音性難聴で言葉を認識する場合の仕

組みをわかりやすく書きます。私たち人間はよくわからない声を聞いても、聞

こえなかった部分を目に見えない脳内で補正する機能を持っています。

聞こえる人は「カクテルパーティー効果」とも呼ばれる、騒がしい所で言葉

を十分に聞き取れなくても、音を選択して聴く、脳内で音を選択あるいは補正

する機能を持っています。自動的なので、意識する事はありません。目でもの

を見る時と同じように、それが何なのかを意識しないのとよく似ています。

ところが、感音性難聴の場合、聞こえなくなるにつれて、この力が弱くなり

ます。補正しきれない部分を会話パターンや口の形を読み取る、手話ができる

人は手話など、他の視覚的情報も併せて、懸命に補正を行おうとします。
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この時の脳内の様子を文字で表すなら、意図的かつ無意識さが混じった 
 
「補正、予測、変換、予測、補正、予測、変換、補正、予測、変換」 

 
の連続です。「FAKE（いんちき、ゆがめられたの意味）」な音声情報を事実に

近づけようとしている状態にあります。 
 
脳内ではその不明な音声情報を自分が知っている近いパターンに置き換えて

予測、あるいは意図的に介入、最大限に補正して、変換します。そしてそれが

気まぐれに「正解」あるいは「間違い」になることがあります。 
 
わたしの聞こえ方を書けば、音が聞こえていても、言葉はよくわかりません。 
口の形を読みとって、判断できる場合もありますが、音や声だけでは、聞こ

える人と１００％同じように把握することができません。 
 
わたしがきこえない事を知らない初対面の人と話がかみあわず、相手から見

ると突拍子もない回答が返ってきて、相手からすれば、何を言っているのかわ

からない、「変な人だ」と思われてしまう事があります。 
 
静かな場所で一対一の話では読話でなんとかわかっても、講演や会議など多

数の場合は話し手次第であり、声の内容がわからないこともあります。 
 
ところが、例外的に声だけで話がわかる場合もありました。今はもうできま

せんが、２０００年頃まで難聴者向けにあった黒電話のシルバーホンで、母と

電話で話ができていました。ただし、聞き間違いもよくありました。 
 
お正月以外は１２年間、毎日続けていた厳しい聴覚口話訓練に加え、聞き慣

れた声と言葉のパターンの蓄積があったからできたことです。 
 
このように何度も話している人や、聞き慣れた声なら、「わかる＝正解」が多

くなることがあります。わたしのこうした様子を見た人に「本当は聞こえてい

るのでは」「耳が聞こえないとは思えない」といわれた事もありました。 
 
ただ、どんなに頑張って訓練したからといっても、「１００％聞こえる人並み

にはならない」のが現実です。後で述べますが、当時のわたしの話に「聞こえ

る人並みに」と尾ひれがついた「FAKE（いんちき、ゆがめられた）話」がひと

り歩きして、後に災いしました。  
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■報道されなかった国の公式な声明 

 
あなたは佐村河内守氏が出した診断書の見出しが「身体障害者診断書・意見

書」であることに気づいているでしょうか。この診断書の目的はわが国が定め

た基準において、身体障害者手帳を発行する聴覚障害者と認定できるか、その

可否を判断することが目的です。 
 
聞こえの傾向はわかりますが、日常生活における聞こえの状態を把握するこ

とまでは考慮されていません。最初は詳しい内容がわからなかったので「推測」

と断り、書いていましたが、わたしの経験と研究が把握に役立ちました。 
 
後に佐村河内守氏本人に見せていただいた、２００２年の診断書には過去に

さかのぼって「２４才左聴力低下」「３４才時、右聴力低下、大学病院で治療す

るが改善なし」と医師が当人をきちんと診ていることがわかります。 
 
佐村河内守氏が説明していますが、２０１４年２月１２日に横浜市役所内で

の公式な記者会見で調査の結果、２００２年の診断、手帳の交付については一

切の不正はなかったし、「全聾」とする検査結果を公式なものとして認めると国

の公式な声明が出されています。 

 

この騒動は本来なら、「２００２年の診断に不正はなかった」と国の公式な声

明が出ている時点で終わる話ですが、１社しか報道されなかったとのことです。 

 

 

■国際的な聴覚障害基準との乖離 

 
国際的な基準では聴力４１デシベル以上が聴覚障害とされています。 
ところが、わが国では両耳共に聴力７０デシベル以上でないと身体障害者で

はないという一方的な報道がなされた結果、多くの人が「身体障害者ではない

なら聞こえているはずだ」と、誤った思い込みをしてしまいました。 
 
身体障害者手帳が発行されていない難聴であっても、国際的には聴力４１デ

シベル以上が聴覚障害とされている、我が国では認められていない制度の問題

を説明するのが筋です。なぜ聴力４１デシベルからなのでしょうか？ 
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簡単に言えば「日常生活で支障なく、快適に聞こえる状態ではない」からで

す。感音性難聴でこの状態から補聴器をつけても、当人に聞こえるのは歪んだ

大きな音声です。 
 
実際に当人を診断もせず「身体障害者診断書・意見書」の内容、それも検査

機器の数値だけで、「聞こえるはず」と報道されてきた話が実情を知れば、違う

ことに気づきます。次からそれをみていきましょう。 
 
 

■聴力検査のブザー音は３つだけ 

 
佐村河内守氏の「身体障害者診断書・意見書」には純音聴力検査表（オージ

ログラム）が載っています。純音は５００ヘルツ、１０００ヘルツ、２０００

ヘルツの３つだけです。しかし、音声の周波数は３つだけではありません。 
 
純音聴力検査は純音＝ブザー音の周波数によって低音域の「ブー」からだん

だんと周波数が上がるにつれて、高音域の「ピイイイ」と鳴るブザー音がどの

くらいの音量で聞き取れるかを確認していきます。 
 
検査した音（周波数域）の測定結果を測定した数で割って、平均値にしたも

のが「平均聴力レベル」、これが「聴力」になります。 
 
ブザー音が聞こえたらボタンを押すのですが、このブザー音を被験者に聞こ

えるか聞こえないか、ギリギリの音量になるように音量を大きく、小さくと反

復して狭めていきながら測定していきます。これは被験者にはようやく聞こえ

ている場合であることがほとんどです。 
 
薄闇の中で看板が見えても、なんと書いてあるかわからない「看板の形みた

いなもの」があるとしかわからない状態です。物事をなんでも単純化して白黒

をつけようとしていると、判断を誤ってしまうことになります。 

 
そもそもたった３つの周波数のブザー音がようやく聞こえる程度の音が聞こ

えるかどうか、きこえの傾向しかわからない検査結果だけで、日常生活全般で

「音や言葉が聞こえて、その内容も把握できる」と断定する話がおかしいこと

に気づきます。 
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■聴力検査は聞こえないフリでごまかせるのか？ 

 
神山典士氏が書いた記事や一部の報道にあった、「聞こえない」と本人が主張

すれば、聴覚障害者として認定される話が一人歩きしたのは本当に残念です。 
 
調べてみると事実とかけ離れていることがわかります。身体障害者手帳を不

正に取得していた過去の事件でもそうでしたが、実際には被験者と検査者、申

請者ら関係者が共謀、あるいは脅されていない限り、不可能です。 
 
マンガ「淋しいのはアンタだけじゃない」１巻（吉本浩二作）では過去の聴

覚障害者を装って、身体障害者手帳を不正に取得していた事件で、当時報道さ

れなかった、悲しい背景の一部が、紹介されています。 
 
どんなに被験者への検査基準を厳しくしても、検査、申請する側が抜け穴に

なっていれば、意味がないことに気づきます。検査の強化ではなく、難聴・聴

覚障害がどんな状態か、よくわかるようにしていくのが筋です。 

 
現実には難聴・聴覚障害者が「このくらいの音量で聞こえる、聞こえないフ

リをする」と、正確に聞き分けることは困難です。わたしの場合、音の周波数

と音量にもよりますが、純音は「音が高いか低いか」以外の区別はできません。 
 
補聴器販売店で３０年以上見て来られたベテラン技能者の方の話では、聴力

検査の技術を身につけ、適切な手順通りに行っていれば、絶対ではないが、被

験者の反応でほぼわかると話していました。 
 

■印象で書き、「権威」を根拠に利用していないか？  

 
映画「FAKE」でも一部が描かれていますが、世間を煽り、佐村河内守夫妻を

「犯罪者」扱いしてきた神山典士氏と新垣隆氏達。彼らが取材を拒否して逃げ

た事実が紹介されたシーンは劇場では笑い声が上がっていました。 
 
映画がヒットしはじめると、評価に謙虚であろうとする森達也監督と橋本佳

子プロデユーサー、佐村河内守夫妻、わたしも含めて、取り巻きライター達と

共に「ジャイアントパンダの生態撮影」や「聴覚障害者に擁護させている」な

ど印象で書いて来ました。多くが矛盾しているのによく書けるなと思いました。 



映画「FAKE」で語られなかったある事実

22

例えば、神山典士氏の暴露本で「佐村河

内守は１８０センチを超える大男」と書い

ていましたが、写真のように身長１７３セ

ンチのわたしと同じ程度です。

また、彼らは森達也監督の取材を拒否し

た理由を「内容で障害児を扱ってないため」

と書いていましたが、映画が撮影中の時点

で内容がわかるのはすごいですね。

このように彼らの話には矛盾やつじつま

が合わない点、印象の話が多いことに気づ

くでしょう。映画「FAKE」をご覧になっ

た賢明な人は調べてみましょう。

DVD 版では「なっちゃんの話」が追加さ

れました。目が見えない彼女は１５年佐村

河内守夫妻と交流があり、重要な証言をしてくれています。彼女の話のおかげ

で、わたしの言葉がさらに力強いものとなり、感謝しています。

佐村河内守氏は自分に全ての責任があると、過ちを認め、詫びて、わたしに

口外しないことを条件に報道されていない事も含まれた真実を話してくれまし

た。世間から「犯罪者扱い」されている中、京都まで来られて、全国の難聴・

聴覚障害者に迷惑をかけたことを詫びたいと私に話しました。

神山・新垣氏側は劇場公開時に続いて、「視覚障害者の少女に擁護させている、

イメージ操作だ」と言うべきところを黙って逃げたままです。わたし達を「何

も知らない愚かな人間」のままにしておきたいために黙っているのでしょう。

彼らは話の矛盾については論点ずらしなどで自己正当化を繰り返してきまし

た。彼らのいう「だがそれは編集によって見せる角度を変えただけのイメージ

操作だ」は彼らがこれまで行ってきた醜悪な事そのものだと気づきます。

これまで自分たちが正義だと言わんばかりに、世話になっていた佐村河内守

夫妻に対して、警察が動いた話でもないのに「事件」と書き、「えっ！何？」と

思わせるギャップ法の類いでわたし達の注目を集めて「障害のある少女をいじ

めた」「きこえていた」など、バッシングを煽ってきました。
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彼らの話を俯瞰していくと、「全聾の作曲家」の真実を己の弱さと業の強さか

ら言い出せなかった、耳が悪く精神を病む作曲家に、世話になった手の平を返

し、偏向報道でわたし達にバッシングさせて、名声を地に落とし、儲けようと

した可能性から考えていくと、不自然な話の筋が通っている事に気づきます。 
 
神山・新垣氏側は「聞こえている」とする根拠に「“全聾の天才作曲家”５局

７番組に関する見解」（放送倫理・番組向上機構〔ＢＰＯ〕）（２０１５年３月６

日）に掲載されていた慶應義塾大学医学部 耳鼻咽頭科 小川都教授の話を元

に「これが医学界からの診断結果なのだ」と断定して来ました。 
 
彼らは「聞こえている」「交響曲を作曲する音楽的素養や能力はなかった」な

ど印象の話をくり返し、その根拠は「医者がこういっているからお前もそう思

え」としてきました。賢明な人ならおかしいと気づくでしょう。 

 

小川都先生は優秀な方であり、耳鼻科医の立場で話を整理して「医学的には

こう考えられる」と見解を出しているにすぎません。整理された話のおかげで

わたしも当事者の立場で検証がしやすくなり、ありがたいと感謝しています。 
 
次から実際に佐村河内守氏と話をしてきた事、わたしが実際に自分の人生で

学んできた経験と併せて、あなたと一緒に検証していきましょう。 
 
 

■聴力が回復したら？視力が回復した事例から考える 

 
――両耳が純音聴力検査で１００デシベルを超えるような高度の感音難聴にな

った場合に、自然に改善することは、現在の医学的知見ではまずあり得ない。 

――その理由は、こうした高度の感音難聴は、内耳の有毛細胞（物理的な振動

を電気的な神経の信号に変換する細胞）の破壊がないと起こり得ないものであ

り、有毛細胞は自然に再生することはあり得ないからだ。 

 
言葉をまとめるなら「現在の医学ではそのような事例が報告されていないの

であり得ないとしか、わかりません」です。 

 
事実、わたし達の身体にはまだ未解明のこと、医学や科学でも説明できない

わからない事が多くあります。実際に突発性難聴から回復した人がいるのに、

感音性難聴が改善された人がいないとも断言できません。 
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佐村河内守氏は３年前から轟音の耳鳴りはするけれど、物音も聞こえるよう

になったと話しています。この事実で言えば「単純なブザー音を聞くだけの聴

力は改善された。でも音がよくわからないことに変わりはない」ことになりま

す。薄闇で看板の内容がわかるのとわからないのとでは大きく違います。 
 
現在の医学的知見で自然に改善することがあり得ないなら、２０１４年に再

度聴力検査を行う必要はなかったことになります。横浜市の再検査の要望を受

けた佐村河内守氏が誠実に対応しようとしていた事に気づきます。 
 
医学や学会の報告が完全で絶対であるなら、薬やワクチンの副作用や医療ミ

スは起こらないでしょう。医学が未知の事象を見落としていた例は「オリザニ

ン発見」「ハンセン病」「キメラ DNA」「発達障害」など多くあります。 
 
映画「レナードの朝」に登場する、誠実な医師マルコム・セイヤーのモデル

となった、医師オリバー・サックスが著書「火星の人類学者―脳神経科医と 7
人の奇妙な患者」で５０年近く盲目だったヴァージルが手術で視力を回復した

時、目に見える物が何なのかわからず混乱に陥ったこと、また別の視力が回復

した者が人の顔や表情を見分ける事ができなかった話が紹介されています。 
 
これまで触覚で認識する世界だったのが、視覚を基本にした世界になっても、

脳が混乱してついていけない。しかも、何年経っても見える物や空間と距離の

識別と認識が難しく、盲目だった頃より歩く時の不安が大きかったといいます。 

知識の事象ではなく、見えた物を再構成する脳の事象だと述べています。 

 
わたしは補聴器をつけても聞こえない、わからない音があります。耳が聞こ

える人と同じように聞こえるようになったら、この話と同じように、聞こえる

音や言葉に脳が混乱してついていけない事態が起こる可能性があります。 
 

■２４才の頃から「難聴のフリ」？ 

 
――２００２年当時の診断書で１００デシベル以上の結果が出ている理由とし

ては、軽度から中等度の感音難聴に加えて、機能性難聴（心因性難聴または難

聴であることを偽る詐聴）を合併したものと考えられる。 

 

２００２年の診断書については、２０１４年２月１２日に横浜市役所内での

公式な記者会見で調査の結果、手帳の交付については一切の不正はなかったし、
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「全聾」とする検査結果を公式なものとして認めると国の公式な声明が行われ

ています。そう、国の公式な声明が出た時点で話は終わっているのです。 

 
２００２年の診断書を否定しているわけではなく、２０１４年の診断書の検

査数値だけで、現在の医学で考えられる可能性を書いているにすぎません。 
 
２００２年の診断書には「全聾」と書かれていますが、さらに過去にさかの

ぼって「２４才左聴力低下」「３４才時、右聴力低下、大学病院で治療するが改

善なし」と別の医師が当人をきちんと診ていることが書かれています。これで

「難聴であることを偽っていた」とする根拠にならないことに気づきます。 
 
精神的あるいは薬の副作用や神経、内臓など、他の要因で聞こえなくなって

いた可能性も否定できませんが、そこは調べられていません。なぜそこを調べ

なかったのか？簡単な事です。現在の医学ではわからないからです。 
 
素直に「申し訳ありません。わかりません」と言える方が信用できる医者な

のですが、医者としてのプライドもあるし、訴訟やあらぬ評判を立てられたり、

メディアに事実と遠い事を書かれるおそれがあるからかもしれません。 
 
彼はわたしとの対談シーンでは光の刺激を避けるサングラスをしていません

が、これは一緒に写るわたしへの最大限の礼儀と配慮であり、薬で抑えている

と聞きました。実際に単独で歩いている時はふらついていました。 
 
事実が報道されているとは限らない事がよくわかります。 
 
当時はあたかも佐村河内夫妻が逃げて、市役所の命令で渋々出てきて、再検

査を受けたような印象の報道が行われていました。実際は報道機関が大勢で自

宅に押しかけてくる異常な状態であり、近所の人達に迷惑をかけないためにビ

ジネスホテルを転々としていました。 
 
報道機関が横浜市役所に押しかけて、「聴力検査をさせろ！」と市役所の担当

者が神経質になるくらい、強引に迫っていました。ところが、「不正はなかった」

話は一社が掲載したときいた以外、どこも報道しませんでした。 
 
当時、この国の公式な声明を大きく報道したらどうなるかを想像すると、彼

等にとって神山・新垣両氏の話は、売り上げ増大につながる視聴率を集めてく

れる美味しい話題であり、止められなかったこともあるのでしょう。 
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■「心因性」「気のせい」「偽る詐病」の本当の意味 

 

わたし達は人の言葉に隠された意味を注意深く考える必要があります。 
 
医者が「心因性と考えられる」「気のせいと考えられる」「詐病と考えられる」

と言うことがありますが、この業界独特の言い回しには「わかりません」「診断

しようがありません」と言う意味も込められている場合があります。 

 

この言葉が出たら、それ以上は調べられない、西洋医学としての「医学的で

はない領域」なので踏み込めません、という意味にもなります。であれば、東

洋医学の出番ですが、残念な事にわが国では「西洋医学ではないものは医学で

はない」ということになっています。 

 

医者は小説やテレビドラマの万能なイメージとは大きく異なり、現実にはわ

からない事も多いのです。限られた条件の中、患者の立場で試行錯誤してくれ

ている医者や医療関係者は多くいます。わたし達は彼らに感謝しましょう。 
 
 

■３割から７割がわからなければ… 

 
――２０１４年の語音聴力検査の結果では、右耳は７割以上の音が聴き取れて

おり、左耳が３割程度の音しか聴き取れないとしても、両耳聴効果があり、両

耳で聴いたほうが、聴き取り能力は上がり分かりやすくなる。 

 
語音聴力検査はアカサタナの五十音を単音で読み上げ、それをスピーカーか

ら１メートルの距離でどれだけ聴き取れるかを検査するものです。聴き取り能

力があるといっても、日常生活で語音聴力検査と１００％同じ条件の時なら、

聴き取り能力が上がるかもしれないだけの話です。 

 

ＤＶＤディレクターズカット版で新しく追加された、音が全くないシーンに

「妙な感覚」を感じた人も多いでしょう。この感覚の通り、わたし達が３～７

割の台詞の意味がわからない映画を見ていたら寝るか、席を立つでしょう。 

 

実際に日常生活で別のものに置き換えてみましょう。 
下の写真の状態です。あなたの手元にあるキーボードのキーの３割が打てな
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い状態では、どうやって文章を画面に表示したらいいでしょうか。

■語音聴力検査の短所とは

語音聴力検査は検査毎に結果が変動するので、聞こえの定量的評価にはでき

ません。とくに語音の読み上げが被験者に聞きやすい声だったり、あるいは聞

き取りづらい声であった場合は正答率が大きく変動します。

わたしも２００４年にデジタル補聴器を購入するため、一度だけ、行ったこ

とがあります。ヘッドホンが使えないので、補聴器を交互につけて１ｍ離れた

スピーカーを使って、五十音の聞き取り行いました。

しかし、私に聞きづらい女性の高い声で読み上げられて、わからない。結果

は右で１０％、左で５％、それも母音のアイウエオしかわかりませんでした。

それ以前に耳に入ってくる音の「意味」がわからないのです。

当時は長年補聴器をつけて聴覚言語訓練を頑張ってきたと自信があった私は、

自分がこれだけしか聴き取れないのか…と、落ち込んでしまいました。

この検査をしてくれた難聴・聴覚障害に詳しい担当者がわたしの様子を見て、

この検査は五十音のアカサタナの単音でどれが聞き取りやすいか傾向を把握す

るのが目的であって、聞こえの定量評価ではないことを説明して、励ましてく

れました。今思うと本当にありがたいことです。
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■有毛細胞の反応検査は絶対といえるのか？ 

 
――２０１４年には、純音聴力検査と語音聴力検査という自覚的な検査のほか

に、他覚的な各種の検査が行われている。たとえば、耳と頭部等に電極を取り

付け、ヘッドホンからの音による脳波の変化（聞こえると脳が反応して脳波に

変化が生じる）により、聴力を検査するＡＢＲ（聴性脳幹反応検査：Auditory 

Brainstem Response）では、右４０デシベル、左６０デシベルで、脳幹の下丘

における反応を示すⅤ波が確認できている。これは、２０００～４０００Ｈｚ

領域で、右３０デシベル、左５０デシベル程度の聴力があることを示している。 

 

――有毛細胞の反応を検査するＤＰＯＡＥ（歪成分耳音響放射：Distortion 

Product Oto-Acoustic Emission）では、「反応良好」となっている。４０デシ

ベル以上の難聴の場合、一般に反応は減弱または反応欠如となる。 

 
ＡＢＲはクリック音への脳の反応を調べ、ＤＰＯＡＥの検査は音を感じる有

毛細胞に音を当てて、正常な有毛細胞から音がごくわずかに反射することを利

用して、正常に動作しているかどうかを判断する検査です。 
 
純音聴力検査が困難な高い音（周波数域）の検査には向いていますが、波形

の個体差が大きいため、定量的評価にはできないという短所があります。純音

聴力検査の短所を補うことはできるけれど、他覚的な検査ではありません。 
 
わたしが思った事ですが、有毛細胞が正常であっても、信号を伝達する神経

や脳などの処理する側の異常を確実に確認できるのでしょうか。 
 
わかりやすく書けば、マイクを４０万個並べて、マイクケーブルが断線して

いるにも関わらず、マイク本体に音を当てて、その音が反射しているからとい

って、そのマイクが故障していないと断定できるのかということです。 
 
専門的な話として掘り下げると、マイクに該当する有毛細胞は音を電気信号

に変え、この電気信号はラセン神経節細胞に伝えられます。これがマイクケー

ブルに該当します。 
 
このラセン神経節細胞から蝸牛神経核に伝えていくのですが、このラセン神

経節細胞あるいは蝸牛神経核が正常に機能していない可能性も考えられます。 
あなたがわからなくても大丈夫です。わたしもよくわかっていません。（笑） 
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他にも、血管条が蝸牛の中央階を満たしている内リンパ液の産生やカリウム

イオンを輸送したり、イオン組成を一定に保つといった重要な役割を果たして

いるらしいけれど、医学的にもほとんどわかっていない状態です。 
 
純音聴力検査は１９５０年代から行われ、６０年以上になります。しかし、

聴覚と脳の関係などわかっていないことが多く、脳内で物音や言葉がどのよう

に聞こえているか、他覚的にわかる検査方法はまだありません。わたし達が寝

ている時にみた夢を人によく説明できないのと同じ状態です。 
 
 

■難聴の程度をわかりやすくしてみる 

 
――音に対する脳波の反応を測定するＡＳＳＲ（聴性定常反応検査：Auditory 

Steady-State Evoked Response）の結果を併せ、これらの検査結果を総合する

と、佐村河内氏は、現在、軽度から中等度の難聴があると考えられる。 

 
ようは「よくわからない」といっている事に気づいているでしょうか？ 
検査結果を見て「医学的にわかる」のは聞こえの傾向であり、実際に他覚的

に被験者がどう聞こえているかまではわかりません。 
 
これまで出版された難聴・聴覚障害に関する本を読むと気づきますが、難聴

の程度についてのわかりやすい説明がないのです。あってもきこえる人の感覚

でわかる説明になっていないものがほとんどです。 
 
よくある難聴の疑似体験で耳栓をした時の感覚が難聴・聴覚障害だと思い込

んでいる人がいますが、実際にこの方法で５０デシベル程度の感音性難聴を体

感できるのでしょうか？いいえ、それができないのです。 

 
あなたに質問です。難聴の疑似体験で耳栓をした時の聴力は２５デシベル程

ですが、難聴の程度は０～１００デシベルの間でどのくらいになるでしょうか。 

あなたに何らかの形で表を思い浮かべてもらえるとうれしいです。 

 

想像できましたか？ありがとうございます。うれしいです。素直なあなたの

ために、わかりやすく書きましょう。多くの人達は次ページの図のようにデシ

ベル値が等間隔に並んで分類された表を思い浮かべるでしょう。 
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【図解 従来の難聴分類イメージ】

この表でデシベルが等間隔段階で並んでいると、「１０デシベルの差はたいし

たことない」と思いそうになりますが、デシベル単位は建物の「１階、２階、

３階、…１０階」と同じ段階表記であり、「エネルギー質量」を表示していない

ことを思い出しましょう。

先にも紹介した、以下の表記が実際の音の「エネルギー質量」の感覚に近く

なります。わかりやすく、５桁に区切って書いてみましょう。

デジベル（ｄＢ）＝１０のｎ乗 「１０の後ろに０がｎ個ある」

10dB＝10,00000,00000
30dB＝10,00000,00000,00000,00000,00000,00000
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50dB＝10,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000
100dB＝
10,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,
00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000

この数値に近くなるよう、１目盛り「１０の後ろに０が１０個つく」として、

聴力デシベル値を並べていくと、下図の表のようになります。さて、耳栓をし

た時の聴力２５デシベルはどの程度になるでしょうか。

【図解 実際の難聴分類イメージ】

図では上の方の極めて浅い所にあることがわかります。

難聴の疑似体験できこえる人が耳栓をした時の聴力２５デシベルはごく浅い
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難聴の程度で、しかも体感できるのは「コミュニケーション障害」にはならな

い「軽度の伝音性難聴」でしかなく、感音性難聴には遠い状態です。 

 

人間の脳は許容できる音の範囲を越えると無意識に大きな音への怖れや大き

く歪んだ音に不快さを感じます。この大きな音と不快さが感音性難聴の体感で

重要になりますが、私の補聴器の音は６０～１００デシベル超の歪んだ強い音

で、きこえる人はこれまで全員が１０秒も耐えられませんでした。 

 

あなたが聴力検査結果表を持っていれば、あるいは下の「日常生活の聞こえ

方と音量の目安」を難聴分類イメージにあてはめてみましょう。実際は周波数

と音の高低などの違いはありますが、３０デシベルと４０デシベル、１００デ

シベルの「エネルギー質量」の落差がどれだけ巨大かわかります。 
 

【表 日常生活の聞こえ方と音量の目安】 
音量 該当する音 

10dB 蝶の羽ばたき 

20dB 木の葉のふれ合う音、置時計の秒針の音 

30dB 郊外の深夜、ささやき声 

40dB 図書館や静かな住宅地の昼間、コオロギの鳴き声 

50dB 静かな事務所 

60dB 静かな乗用車、普通の会話 

70dB 電話のベル・騒々しい街頭、騒々しい事務所の中 

80dB 地下鉄の車内、電車の中 

90dB 大声による独唱、騒々しい工場の中 

100dB 電車が通るときのガード下 

110dB 自動車の警笛 

120dB ジェット機の騒音 

 
この表は聴力を説明する際によく見かけますが、私が幼い頃に指導を受けた、

わが国のオーディオロジストの先駆者といわれる京都府立聾学校聴言室 畠口

健先生が「ヒヤリングレベルシート」として提唱されたものです。 
 
欧米では難聴を専門とする耳鼻科医が「医学的な回復はもう見込めない」と

判断した患者を託す、戦場の爆音で聴覚を損傷した兵士の治療から始まった「聴

覚専門ドクター＝オーディオロジスト」の国家資格制度が確立していますが、

日本ではまだありません。  
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■「手話通訳の必要はない」は本当？ 

 
――感音難聴の場合には音が歪んで聞こえるのが通常であるため、佐村河内氏

の訴えはそのとおりであろう。しかし、快適な状態で聞こえないとしても、佐

村河内氏の診断書の状態にある難聴者は、補聴器を使用して会話をするのが一

般的である。佐村河内氏に手話通訳の必要はないのではないか。 

 
確かに補聴器をつけて、聞こえる人と同じように快適に聞こえる状態なら、

手話通訳や要約筆記などの情報保障は必要ありません。感音性難聴で補聴器を

つけても音が歪んで聞こえるから、情報保障が必要になるのです。 

 
佐村河内守氏は聴き間違いや聞きもらしを防ぐために手話通訳が必要な状態

でした。今は聞こえている人でも、病気や老化などで快適な状態で聞こえなく

なったら、「情報保障」が必要になることは断言できます。聴力検査が正常であ

っても、うるさい場所では話の内容がわからなくて困っている人は多くいます。 
 
ご存じのように、外国語ができる政治家や外交官でも、外交交渉の場では必

ず通訳をつけるのは聞き間違いや聞きもらしがある事を前提としていること、

同時に通訳による話を聞いて、客観的に考えるようにしているからです。 
 
よく聞こえない状態にある難聴・聴覚障害者が頑張って聴いて、聞こえたと

思っても、「情報保障」がない状態だと、実は内容が違う「FAKE（いんちき、

ゆがめられた）」状態で伝わってしまうことがあります。 
 
わたしが要約筆記を初めて利用したとき、わかったことがありました。 

「自分はこんなに多くの話がわからなかったのか…」 
 
それまで補聴器をつけて頑張ったから聴こえていると思っていたのが、実際

には聞き間違いや聞きもらしが多くあったのです。人間は自分ではきこえたと

思っても、聞き違いや聞き漏らしに気づいていない事が多くあります。 
 
わたしが対談した佐村河内守氏は問題なく聞こえていた事は１００％ありま

せんでした。「きこえている」などといってきた新垣氏はきこえる人達からも「わ

かりにくい」と言われる程、ボソボソ声で口の形もはっきりしない。じゃあ、

慣れない内はどうやって意思疎通をしていたのか。おかしい事に気づきます。 
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■「補聴器をつければわかるはず」が現実は… 

 
わたしたち難聴・聴覚障害者に多いことですが「頑張って努力したら聞こえ

るはず」といった誤解から「話を聞いていない」「自分を無視している」と思わ

れてしまう、ちょっとだけ残念なことがあります。 
 
多くの難聴者が困っているのに「聞こえているはず」「補聴器をつけたら聞こ

えるはず」「個人の頑張りや努力が足りない」と言う話を聞きます。でも、本当

に頑張って努力したら聞こえる人と同じように聞こえるのでしょうか。 
 
答えは「いいえ」です。電車が通るときのガード下は１００デシベルの大音

量です。同じ音をイヤホンで聴き続けている状態で１メートル離れた人の声を

きこえる人が頑張って努力して聞いても、確実に間違いが起こります。 
 
１９７０年代に聾学校の先生や耳鼻科医に「頑張って努力したら聞こえる人

並みになれる」「補聴器をつけて訓練すれば聞こえる人並みになれる」と当時

の理想を言われて、両親もわたしも信じていた時期がありました。 

 
社会に出て、就職面接で複数の会社で「電話はできますか」とたずねられ、

なぜきくのか質問すると「京都府立聾学校の卒業生で重度の聴覚障害者で訓練

して、聞こえる人と同じように会話もできて、電話もできるようになった者が

いると聞いた」と言われたことがありました。 
 
当時は「わたしよりできる人がいるのか、頑張らねば」と自分を追いこんだ

ものの、聞こえる人と同じようにできないことに途方に暮れていました。 
 
ところが、何年も経ってから、神戸や大阪の複数の方から「こんな話をきい

た」と教えられて、調べていくと「聞こえる人と同じように」と尾ひれがつい

て、一人歩きしていたわたしの話でした。 
 
当時はその話が「自分は劣る」と思っていた自分のことだとは考えもしませ

んから、社会に出て、就職して、難聴・聴覚障害についてよく知らない人たち

と一緒に仕事をして「よく聞こえなかったのですが」と言うと、 
 
「聞こえているはずなのに嘘をつく」「人の話を聞いていない」 
「甘えている」「自分勝手」「性格が悪い」 
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などといわれたり、責められることがよくありました。 
 
当時はどう対応したらいいのかわからず、現在のわたしのようにわかる人も

いませんでした。自分が否定されることを怖れて、卑屈になり、「聞こえる人と

同じようにならねば」とひたすら頑張っていました。 
 
わたしにはちょっとだけ特別な経験でしたが、後に心身を癒やす力と本質を

強く考える力、自己肯定感の回復とコミュニケーションの向上をもたらしてく

れた経験でした。ただ、他人がこの特別な経験をすることはお勧めしません。 
 
昔の聾教育で理想を追いかけて、行き過ぎた面への怒りの声があることは知

っています。でも、当時の社会では無知から来る偏見も多く、限られた選択肢

しかなかったこと、当事者の弱さ等を解決したかった先人達の想いを悟り、私

は赦しました。自分自身を怒りの牢屋に閉じ込めても解決しませんからね。 
 

 

■聞こえなくなると発音が困難になる？ 

 
――中途失聴者であっても、時間が経過するにつれて、通常人と同じように話

すことは困難になる場合が多い。中途失聴者はある時期まで自分の声を記憶に

よってコントロールできるが、１０年間という長い期間になると声の正常なコ

ントロールができなくなってくる。 

 
確かにそうですが、現実の状況はバラバラです。わたしが話を聞いた人の例

では失聴して１５年経っても不十分とはいえ、発音できる人もいました。また、

別の人では聴力が落ち、失聴して数年でできなくなった人もいました。 
 
聞こえる人の耳では脳内で補正が働くため、意識しにくいのですが、４時間

以上対談した佐村河内守氏の声はまちがいなく難聴者の声でした。映画に映っ

ているわたしも前はあのように堂々と話をすることができませんでした。 
 

わたしは騒がしい所やマイクを通しての声のコントロールが苦手ですが、そ

の正体は自分の声が聞こえないために起こる「音痴」です。聞こえる人でも騒

がしい場所で、「音痴」になってしまうことは、よくある話です。 
 

発声はわたし達の身体機能の１つですが、精神や感情の状態によって声が出
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なかったりすることは、周りの人が気づかないだけで多くあります。

今井絵理子参議院議員が２０１６年の初参議院選挙の遊説で、７月１日に京

都府向日市にいらした時、少しご本人と話をした際、「発音がとても上手ですね。

どのように訓練したのでしょうか？」と手話を交えて聞かれました。

わたしは１歳の頃から母がつきっ

きりで訓練していきました。発音だけ

ではありません。写真のように手書き

のカードを使って、ことばと物の関連

性の認識なども訓練していました。

音がきこえないだけではありませ

ん。ことばの理解や表現、物との関連

性を認識する力が弱いなど、言語発達

障害も併せて持っている状態です。

母はわたしを何年も厳しい訓練をして、完全にしようとしました。ちょっと

でも発音が正しくないと何度も叱ってきましたが、幼いわたしは何度も厳しく

叱られる事で「自分は劣る」と思い込むようになっていました。

その結果、発声がこもる、発音の形が一部はっきりしないまま成長しました。

社会に出てからもできないことを責められ、言い返すと「人格の問題」とい

われ、頑張るほど「自分は劣る」と思い込んでしまう状態が続いていました。

長い間「自分は劣る」「人格の問題」と思ってきた事が、後で記述する「コミ

ュニケーション障害」が自分自身にある事、それに伴う「精神の壁」がことば

や行動に大きく影響してきたことに気づき、改善していきました。

■言葉はあなたを安心にも不安にもする

わたし達は休み無く流れてくる、騒がしい報道メディアの話やわかったつも

りの評論家、コメンテーターの言うだけの話に受け身となり、自分の感情が踊

らされるのが日常化してきた結果、物事を「なぜそうなるのか」自分の言葉で

考えていこうとする主体性が麻痺しているのではないでしょうか。
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わたしは厳しい聴覚口話訓練を受けてきましたが、それでも人の声はよくわ

からないのが現実です。情報保障がまだ整備されていない議会やイベントであ

っても積極的に出て「不完全でも言葉がわかればありがたい」と考えています。 
 
それだけに聞こえる人から言葉を筆談などで伝えてもらえると、わたしは感

謝して笑顔で「ありがとう」と言います。わたしがわからない手話でも、要約

筆記の内容が不完全であっても、まず言葉を伝えようとしてくれた事に「あり

がとう」と言います。わたしはこちらのほうがいい気分になれます。 
 
この「映画『FAKE』で語られなかったある事実」を執筆中の２０１７年５月

３日に私の母校である京都府立聾学校幼稚部の同窓会が二十年ぶりに京都市の

「串カツ＆バー前川屋」で行われ、４名の先生、１７名の同級生には手話を主

に使う人もいれば、不十分とはいえ、声をコントロールできる人もいました。 
 
ありがたいことに手話が上手くないわたしに合わせて話をしてくれた人は幼

い頃に聴覚口話訓練を受けたけれど、聞こえない人同士でも言葉がわからない

ことが多く、手話も便利だから使うようになった事を話してくれました。 
 
話がわからないと不安になりがちだったのが、手話や文字など他のコミュニ

ケーション手段をはさんでいくことで、安心できることを話してくれました。 
 
このように言葉はわたし達の感情に考える以上に強く影響しています。とく

に聞こえる言葉に本能や感情を強くゆり動かされると、善悪に関係なく、自分

でも制しがたい考えられない行動に出てしまうことがあります。 

 
年約４０６億円の大きな被害が発声している「振り込め詐欺」はこれを利用

しています。これに第三者と他の伝達手段をはさむ、電話リレーサービスとい

った情報保障を充実させていけば、被害を減らせることに気づきます。 

 
 

■ベートーベンは佐村河内守より聞こえていたのか？ 

【ここは誰にも言わないでください】 
 
実は、佐村河内守の聞こえは「ベートーベンよりはるかに悪い」状態です。 
簡単にまとめると以下のようになります。 
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ベートーベン 

「人の話す声が聞こえない」 

「ピアノやオーケストラは小さいけどわかる」 

「２１世紀現在では全聾ではない可能性大」 

 

佐村河内守 

「人の声もふくめあらゆる音が明瞭に聞こえない」 

「ピアノやオーケストラもわからない」 

「１８世紀当時では全聾になる」 

 
わたし達がよくきくベートーベンは「全聾」のイメージが強いですが、実際

には音が小さく聞こえる伝音性難聴だったのではないかと言われます。小学生

向けの伝記でも出ている、ピアノ演奏やオーケストラの指揮も行っていたとい

う話から検証しましょう。 
 
耳が聞こえなくてもピアノ演奏やオーケストラの指揮ができるのか？ 
 
条件として、伝音性難聴で聴力 40～50 デシベル程度であれば、ピアノ（約

70~80 デシベル）やオーケストラ（最小約 60～最大約 120 デシベル）は当人に

は音が小さいけれど、明瞭に聞こえていた可能性は十分あります。 
 
実際のベートーベンは 18 世紀当時の基準では「全聾」でしたが、21 世紀現

在の基準では伝音性難聴であり、日本の基準では聴覚障害者に該当しない難聴

者だった可能性が高くなります。 
 
ところが、佐村河内守は聴力が全く聞こえない 2002 年の診断書の「全聾」状

態から改善されたとはいえ、感音性難聴で平均聴力約 50 デシベルです。全てが

歪んで聞こえ、さらに耳鳴りがするため、補聴器も長時間使えません。 
 
佐村河内守が難聴でベートーベンとほぼ同程度の聴力と推定しても、音が聞

こえているとしても、ベートーベンよりはるかに条件が悪いことに気づきます。 
 
本当は「全聾」ではなかった可能性が高い楽聖ベートーベンと「第九」など

の音楽を絶賛して、「全聾」ではなかったけれど、聞こえの条件がはるかに悪い

のに作曲できる佐村河内守を印象でしかない「聞こえている」「詐病」の印象で

叩いてきた話が全て不条理だと気づきます。 
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■ことばの重みに気づいていますか 

 
映画ではわたしが「神山さんは日本中の難聴・聴覚障害者にケンカをふっか

けた」と話していますが、実際はそんな生やさしいものではありません。 
 
厚生労働省の聴覚障害者の統計とは別に２００９年に日本補聴器販売店協会

によって「補聴器供給システムの在り方に関する研究」報告書の中で、補聴器

ユーザー数として、日本の難聴者人口が報告されています。 
 
２００３年頃の調査ですが、この中で約２千万人と報告されています。実際

の人数がこの半分でも 1 千万人はいる計算です。 
 
２０１４年３月の佐村河内守氏の記者会見の後、わたしのホームページを見

た、複数の難聴者たちから相談がありました。多くの難聴者が記者会見に悲し

みや怒りをもっており、記者会見に出ていた報道メディア関係者、とくに卑劣

な神山氏を攻撃して欲しいと頼まれました。 
 
私は建設的ではないからと丁寧に断り、抑えようとしました。しかし、その

時点で既に報道メディア関係者のアカウントの多くが集中攻撃を受けて「炎上」

しており、もはや止めようがありませんでした。 
 
記者会見で神山氏の「まだ手話通訳が終わってませんよ」の言葉に煽られて、

無知だったとはいえ、笑ってしまった記者たちに、無知と誤解から来る日頃の

不条理な扱いに耐えている難聴・聴覚障害者たちの強烈な悲しみや怒りがぶつ

けられる凄まじい様子は見ていられませんでした。 
 
この「炎上」の事実は報道されませんでしたが、もし日本中の 1 千万人の難

聴・聴覚障害者たち、加えて精神を病む人達があの日、記者会見現場にいたら、

出席していた関係者全員の心身は本当に危なかったでしょう。 
 
神山氏はワイドショー番組でニヤニヤして自分の話を「こんなこと言ってま

したっけ」など、自分がやってきた事を他人事のようにごまかして逃げて、自

分が印象で言葉をもてあそんできた結果、報道メディア業界関係者全員を危険

な状況に晒した認識と反感、不信感を招いた反省が全くみられませんでした。 
 
一事が万事、新垣氏が新たに作曲したという音楽と彼の言葉は確かに一致し
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ますが、「自分が全て作曲した」と主張している「交響曲１番ヒロシマ」の思想

と哲学、深い祈りへの共感には遠い「コレジャナイ」感覚を強く感じました。 
 
調子にのってメディアに露出して、「きこえている」「いつか一緒に謝罪した

いですね」など吹聴してまわる様子は「自分が作曲したはずの音楽」のコンサ

ートツアーを関係者への配慮もなくぶち壊し、悲しませたことなど、他人事で

「自分も共犯でした」の発言は本当に自覚があったのか、怪しいものです。 
 
他のマスコミ関係者の方々とこの話をしましたが、神山・新垣氏側、週刊文

春の「売れたら勝ち」とばかりに煽るやり方は限度を超えており、世間のマス

コミ業界への強い反感、信用を失う恐怖と強い危機感を感じたと伺いました。 
 
神山・新垣両氏ともノンフィクション作家、音楽家を称するわりに行動や言

葉が異常に軽い。意外性を狙う文章も上手い、インパクトある言葉の「大作家

ナントカ大賞」、「演奏パフォーマンス」、「変顔芸人モドキ」なら、注目を集め

られるかもしれません。あなたはこれを自分自身の「魂の糧」にできますか？ 
 
彼等の話は「ご都合主義」でしかなく、論点ずらし、切り貼り、時系列が合

っていないものが多くありました。私たちは「いんちき、ゆがめられた」話や

人間関係に隠された「馬鹿という＜真実＞」に気づいた方がいいでしょう。 
 
汚い表現ですが、狐と狸達が「美味しい饅頭とお茶だよ！」と注目を集め、

注目して集まった人たちは何も考えられず、それらを買い、実は馬糞を食べさ

せられ、馬の小便を飲まされて、「ああ美味しい」と思い込まされて、狐達だけ

がニタニタして利益を独り占めしている様子を感じました。 
 
選挙の取材で撮影に協力したテレビ局記者からこの騒動以降、同じマスコミ

というだけで乱暴な言葉を投げつけられて、残念な思いをすることがあると聞

きました。一部の人達のために残念な思いをするのは誰もが同じです。 
 
報道を要約筆記などの情報保障に置き換えると気づきますが、限られた条件

で正確に伝える事は本当に難しい事です。それでも「言葉を伝えようとしてく

れる」ことに、わたしは「ありがとう」と感謝します。 
 
私たちが考えるための手がかりとなる報道をしようと、地域でよい人間関係

を築き、伝わる言葉を試行錯誤している、無名の志あるマスコミ関係の方々は

多くいます。私たちはまっとうな志ある人達を励ましましょう。  



映画「FAKE」で語られなかったある事実 

41 
 

■聖女ヘレン・ケラーもぶつかった精神的な壁 

 
「三重苦の聖女」とも呼ばれたヘレン・ケラーは少女時代のエピソードが注

目されがちですが、彼女も長く精神的に葛藤していた時期があります。 
 
彼女の自伝を読むと、よく言われる「頑張って克服した」「人の何倍も頑張っ

た」印象には「話をわかりやすくするための演出」も入っており、実際は聡明

な少女であり、アン・サリバンの支えやパーキンス盲学校のローラ・ブリッジ

マンの教え、精神的に悟っていったことが影響していることに気づきます。 
 
ヘレン・ケラーはあるとき、もし自分の「目が見える」「耳が聞こえる」「口

で話せる」のどれか１つが取り戻せるならどれがいいかとたずねられて「私は

耳がきこえるようになりたい」と答えました。 
 
18 世紀ドイツの哲学者イマヌエル・カントの「目が見えないということは、

あなたを物から孤立させます。耳が聞こえないということは、あなたを人々か

ら孤立させます」はヘレン・ケラーがドイツ語から英語に翻訳した言葉です。 
 

カントの言葉の通り、耳が聞こえていた人が失聴して、音声でのコミュニケ

ーションが不自由になると、ほぼ例外なく、聞こえている人が想像する以上に

強い不安やきこえない事で人間関係が失われるような感覚、強い怖れを感じる

など、「精神的な壁」の形で「コミュニケーション障害」を経験します。 
 
抑えて書いていますが、あなたが「重すぎる」と感じたらごめんなさい。 
 
わたしが経験したものを一部だけあげると、強い不安感、主体性の低さ、強

い葛藤、猜疑心、妬みや僻み、劣等感、責任転嫁、完全主義、自虐的志向、二

極的思考、排他志向、攻撃的、悲観的、過度に自分をよく見せようとする虚栄

心、自己防衛から来る否定的な感情などに苛まれる場合がありました。 
 
わたしは子供の頃から「きこえる人並みに」と厳しく育てられてきた反動と

劣等感の強さから、我が強く、人に「きこえる人並みにできない」といわれる

ことを怖れ、他人と積極的に関わる事ができなかった時期がありました。 
 
自分を否定して他人に認められようと、卑屈になる矛盾した状態で仕事を頑

張り過ぎて、身体を壊し過労死一歩前になったり、表現するなら心身が「極度
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の緊張感で破裂しそうな状態」で、「もっと頑張れ」などと言われ、否定的な感

情を常に感じる状況でどうしたらいいのか、途方に暮れていました。 

 
後にこの状態では自分の頑張りや努力、医学や心理学の「枠」では解決でき

ないレベルであり、「枠外」の心身を癒す方法、コミュニケーション力の総合的

な向上などを独自に研究、取り入れながら、回復していきました。 

 
難聴・聴覚障害で起こる場合も含まれる「コミュニケーション障害」は、き

こえと言葉や精神の関係など、わかるように説明できない未知のことが多くあ

ります。どう説明したらいいかわからない、話ができない人は多くいます。 
 
近年は、ちょっとした言葉でも我の強さから逆上したり、人間関係で孤立し

ている人の話を見かける事がありますが、中には自分で気づかない内に難聴に

なり、「コミュニケーション障害」になっている人がいるかもしれません。 
 
難聴・聴覚障害の二次障害「コミュニケーション障害」は公式に明治初期に

指摘されており、先人達により、明治１１年（1878 年）にわが国最初の聾学校、

京都盲唖院が設立され、そこから始まった試行錯誤が現在も続けられています。 
 
近年は「コミュニケーション障害」「パーソナリティ障害」「発達障害」とい

った言葉が一人歩きもしながらも、使われるようになってきましたが、きこえ

に関係なく、私たち全員がこうした面を自分自身の中に持っています。 
 
私たちはそれが自分自身の中にもあることを考えず、単純に「頑張って努力

したら解決できるはずだ」とわかったつもりになっているかもしれません。 
 
ヘレン・ケラーは私と同じことに気づいていました。彼女は自伝で「私たち

は自分自身を知らなすぎます。だからこそ、内なる自己を開き、無知を追放す

る必要がある、そのために障害がある」という趣旨で語りました。 
 
一例ですが、私たちが内なる自己に無知なまま「厳しく頑張って努力したら

解決できるはず」と考えていると、次第に自他を認める気持ちの余裕が弱まり

ます。そして「誰かを責めなければ気分が晴れない」類の話に強く反応するよ

うになり、自分の目の前にある真実や良いことに気づかなくなります。 
 
わたし達は自分自身がいつも考えている通りの人間になります。この事実を

実感すると内なる自己を開き、無知を追放する事がいかに大切か気づきます。 
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■認識のずれから起こる怒りのぶつけあい 

 
話をわかりやすくするための一例として、ある状況での話を書きましょう。 
あなたが居る場所でドアをバタン！と強く閉められた時です。 
 
人間は本能的に大きな音を怖れます。聞こえる人には強い音は自分がいきな

り横から張り手で殴られたと感じるのと同じくらい怖い、不快なものです。怒

鳴りつけ、怒り出すのは聞こえる人ならではのごく自然な反応です。 
 
聞こえる人なら「ごめんなさい」と言って気をつけようとするでしょう。 
 
ところが私たち難聴・聴覚障害者には聞こえないので気づきません。 
よほど意識しないと存在しないもの、「音がしない（あるいは小さい）のに何

を言っているのだろう」という感覚になりがちです。 
 
よく聞こえないと大声で話ししたり、テレビの音を大きくしたり、補聴器の

音漏れで起こる「ピイイイ」と鳴るハウリング音で不快にさせてしまうことが

あります。また、後ろや横から声をかけられてもわからないこともあります。 
 
聞こえていない方は当人も気づいていないことが多く、それが何を話してい

るのかわからない、空気が読めず、説明できないことが普通です。 
 
聞こえている方は不快な感情が先立ってしまい、「補聴器をつけたら聞こえる

はずだ」「話ができない」「甘えている」「自分勝手だ」と言い出します。言われ

た方もこれまで何度も不条理な話を言われた時のように怒りだします。 
 
どちらも強い怒りの感情に引っ張られて、自分の感覚でものをいっていて、

認識のずれに気づいていません。さて、どうなるでしょうか。 
簡単に書くと、お互いに次のように判断してしまいます。 
 
聞こえる方  「アイツは不快なヤツ」 
聞こえない方 「アイツは敵だ」 
 
そして、双方とも「認識のずれ」を埋めようと、怒りのぶつけあいをするこ

とになります。そう、どちらかが気づき、怒りに気づき、手放し、赦すまで。 
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■怒りのぶつけ合いの結果どうなるか 

 
わたし達には「ミラーニューロン」という神経作用があり、無意識にまわり

の人や相手に感情が「合わせ鏡」のように、「伝染」していく作用があります。 

わたし達が自分で発する感情は無意識に他人に何らかの影響を与えています。 

 

わたしが「コミュニケーション障害」から来る心身の極度の緊張感のヒーリ

ングやコミュニケーションの改善を始めてから、きこえに関係なくわたしが経

験したのと同じ「極度の緊張感で破裂しそうな状態」などを抱え、自分だけで

頑張って努力して解決しようとしている人が多いことに気づきました。 
 
たとえば、自己肯定感の低さ、劣等感、主体性の弱さ、権威主義、完全主義、

コミュニケーション力の低さ、いじめ、思い込みの激しさ、妬みや僻み、度を

すぎた猜疑心や虚栄心、人間関係の弱さ、ひきこもりなど、いずれも昔から難

聴・聴覚障害者に多く見られるといわれてきたものばかりです。 

 

それが現在はきこえる人に多く見られます。物事の背景や関連性などをよく

考えず、安易に良いか悪いかといった、二極思考で判断を重ね続けていれば、

条件反射で判断するようになっていくのは自然な成り行きです。 

 
先に聞こえる、聞こえない状態での認識のずれから、双方とも怖れと怒りの

ぶつけあいをしてしまうことを書きましたが、このように自分の「偏見」に気

づかない、条件反射的な影響が社会に広がっている一面もあります。 
 
また、「身体障害を克服した」など美談的報道の類いで厳しく育てられた話を

知った人が、話の表面だけをまねて、否定的な言葉や方法で、いたずらに厳し

くすることが最善と誤解して、人を育てていったらどうなるでしょうか。 
 
結果、時間も場所も人も別なのに、似た状況や言葉、人に対して、同じ反応

をするようになります。現在、過去の話が姿形を変えて、別の人や場所におい

て「再生」されているような話など、明らかにその影響が社会に出ています。 
 
社会のあちこちで起こっている、昔は考えられなかった物事の点と点をつな

げていくと、私たちが長い間、難聴や聴覚障害に隠されている物事の本質を知

ろうとせず、過度な厳しさで障害を克服する事を正当化して、個人の頑張りや

努力で解決できると誤解してしまった結果の一部ではないかと気づきます。 
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■おわりに 神様から私たちに与えられた「宿題」 

 
あなたが幸せになる１つの方法を提案します。１００％完全で失敗しないこ

とが当たり前になっていれば、自分や人を許せなくなります。でも、１００％

完全でなくていいことを認めて受け入れれば、自分や人にやさしくなれます。 

 
映画「FAKE」を見終わった後に多くの人が感じたという、後味の悪さは最後

の台詞に誰もが自分自身にも持っている見たくない面を「合わせ鏡」のように

見せつけられたことへの不安や怖れも含まれているかもしれません。 
 
わたし達は「狭い枠」で見聞きしていると、いつのまにか「それが真実だ」

と思ってしまう傾向があります。そこに条件反射づけや「ミラーニューロン」

があるとしたら？そこに「煽って儲けた者勝ち」が入りこんだら？ 
 
誤解の無いように書くと、取材に協力したテレビ記者達との話で報道現場は

試行錯誤の連続で、取材で４時間撮影しても、ニュースで放送されるのは３分

という事も多く、全てを伝えたくてもできないのが現状だと教えられました。 
 
残念なことに、報道の中にはその短所を利用した、「俺はこう思うからお前も

こう思え」など、意図的な都合や扇動、願望、切り貼り、二重基準で書かれた、

事実がねじ曲げられた「FAKE（いんちき、ゆがめられた）報道」も存在します。 

 
歴史においても多くの「事実がねじ曲げられた報道」で起こった騒動やバッ

シング等を振り返ると、わたし達が条件次第では「コミュニケーション障害」

状態になる一面を内なる自分自身に持っていることに気づきます。 

 
わたし達のことばと報道メディア、聴覚障害や情報保障などコミュニケーシ

ョンであり、思考と精神、感情や行動の全ては本質でつながっています。 

 

きこえる人にはそのまま聞こえて当たり前の言葉が、私には「FAKE（いんち

き、ゆがめられた）」形で聞こえます。欠けているからこそ、話を主体的に考え

る事ができました。きこえない人生で言霊の神様に磨かれたおかげです。 
 
わたし独自の「物事の本質を見ようとする感覚」であり、完全ではないけれ

ど、見てきた本質的な事を映画で話した結果、日本中で多くの人達が自分の思

い込みに気づき、主体的に考えようとする人が増えたのはうれしい事です。 
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先に「コミュニケーション障害」が長く個人の頑張りや努力だけで解決でき

るとされてきたのが、現実は社会のあちこちで「合わせ鏡」ともいえる事象が

多く起こっている事実を書きました。鏡に写るのは自分自身であり社会です。 
 
一緒に見てきた映画「FAKE」の難聴・聴覚障害を含めた一連の話とコミュニ

ケーションは私たち人間の不完全さと弱さを写し出している一面です。 
自分自身にもある見たくない一面が人を「合わせ鏡」として、写し出されて

いる、神様からわたし達に与えられた、古くから続いている「宿題」です。 
 
わたしが周囲の人から「人格の問題」ともされてきた、自分自身の「極度の

緊張感で破裂しそうな状態」を癒やし、学びつつ、主体性などを回復しつつ、

過去に多くの人達が諦めてしまった「コミュニケーション障害」の聴覚と感情

の関係などと向き合ってきた結果、わかったことが１つあります。 
 
ソクラテスの言葉「無知の知」は有名ですが、この言葉の通り、私たち人間

は自分が知覚している事を基準に人や言葉、物事を判断しがちですが、現実は

自分が思うほど人や言葉、物事のからくりを知らず、不完全な存在です。 
 
わたしにはバイオリンやピアノの高音域は「欠けた音」にしか聞こえません。 
でも、その音が間違いなく存在するのと同じように、実は存在するのに見え

ない事、聞こえない事、わからない言葉が圧倒的に多いのが事実です。 

 

最新の量子物理学ではわたし達が知覚できることは事実の 1 パーセントにも

満たないことがわかっています。わかりやすく例えるなら、本当は４０００億

円もあるのに、あなたの目には２０００円しか見えていない状態です。 
 

古くから伝わるインドの寓話「群盲象を評す」でもあるように、わたし達は

現実に知覚できない、わからない事が９９％以上もあるこの状況で、条件反射

的に「コミュニケーション障害」になっていたら、どうなるでしょうか。 
 
森達也監督のコメントにある、わたし達が「安易な二極化を求める社会」で

ある事の行き着く先は「ますますコミュニケーション障害になる社会」かもし

れません。ここまで読まれた賢明なあなたは主体的に考え、選択し、赦してい

くことで、「宿題」に隠された幸せと豊かさに気づくようになるでしょう。 
 
ドキュメンタリー映画「FAKE」はまだ続いています。 
わたし達の映画と現実の境目をますます曖昧にしながら。  
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■メイキングオブ「FAKE」 京都嵐山シーン

映画「FAKE」の雰囲気をそのままに

したい人はこの章は飛ばしてください。

京都でのシーンで映画には出ていない

けれど、大切な方々を紹介したいので当

日の写真でみていきましょう。

あなたはこの映画が一度見て、「おもし

ろかった」だけでは終わらない映画だと

気づいているでしょうか。

２０１５年３月当時は２０１４年３月

の炎上した記者会見の後も視聴率を集め

ようと、神山典士氏たちが「事件」「ペテ

ン」と煽る記事や本を出し、「真実」を主

張する新垣隆氏がメディアでパフォーマ

ンスや思慮のない話を繰り返す、愚劣で

しかない話が定期的に続いていました。

この映画への出演依頼はわたしのブロ

グをご覧になった森達也監督の意向だと

お聞きしました。

佐村河内守は難聴だ、マスコミの報道

がおかしいことについて映画に出て話し

てくださいと頼むと、日本中からバッシ

ングされそうだからできないと断られ続

けていた中での話でした。

わたしが出演を承諾したのは森達也監

督が書いた本を読んでおり、森監督が絶

対に撮りたいと話されていること、思想

と関係なく、決めつけの手法を避ける方

で、映画を観た方の判断にゆだねること
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を指針とされているということを説明で

伺ったからです。

森達也監督の映画とはいえ、当時のバ

ッシングの空気に他の人が尻込みするほ

ど、厳しい状態で、わたしも怖くなかっ

たかといえば嘘になりますが、何も間違

ったことはしていないから、なんとかな

るだろうと依頼を快諾しました。

わたしは対談では厳しい事もいうけど、

それとは別に騒動以来、マスコミが追い

かけ回し、外に出られない厳しい状態の

佐村河内守香夫妻には京都で東山か嵐山

のどちらかで短い時間でも観光してもら

えないだろうかと、橋本佳子プロデユー

サーにお願いして嵐山に決まった経緯が

あります。

対談場所はホテルビナリオで全国手

話研修センターが併設されており、ＪＲ

嵯峨嵐山駅前にあります。遠路はるばる

来られる皆さんが歩いてすぐ到着でき

る場所であること、難聴・聴覚障害者へ

の配慮が行き届いている施設であるこ

とを橋本佳子プロデユーサーに提案し、

決まりました。

２０１５年６月１７日撮影当日、撮影

時間は約４時間にわたり、撮影はロビー

での挨拶と会話から始まっているのです

が、森監督がビデオカメラで撮影をはじ

めるスタイルに、「おお！こうやって撮影

するんだ」と新鮮でした。

対談は山崎裕カメラマン、池田健助手

の撮影ですすめられました。後から知っ

たのですが、山崎裕さんは多くの映画を
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撮影、カンヌ国際映画祭受賞の「誰も知

らない」（是枝裕和監督）の撮影もされ

た名カメラマン。そんなすごい方に撮影

されたのは、とても光栄です。

ＤＶＤで対談シーンを観ると私が何

度も耳に手を当てているのが不自然で

申し訳ないです。当時は右耳の耳鳴りが

強く、疲れると補聴器のスイッチを切っ

て耳を少し休ませて、マシになるとオンにして、対談を続けていたのです。

映画のエンドクレジットにもお名前がありますが、取材で同行しておられた

ライターの武田砂鉄さんと編集者の品川亮さん、お二人は好感度大の丁寧な質

問をして話を進めてくだいました。報道されない話など濃厚な対談だったので

すが、上映時間の都合で一緒にスクリーンに出られなかったのは残念でした。

また、カットされていますが、森監督に「彼はこれからどうしたらいいと思

う？」と聞かれて「新しい音楽を作って作曲できることを証明すべきです」「交

響曲一番を作り直すべきです」と答え、他の人からも言われたと聞きました。

ホテルでのロケ終了後、私の案内でロケチームと夫妻で嵐山を短時間、観光

しましたが、橋を渡っている時、わたしとの対談で明るい顔になっていました。

お二人の様子を見て、森達也監督と橋本佳子プロデユーサーも京都まで来て

よかったと喜んでいました。そして、映画のラストで流れる音楽がわたしとの

対談が、大きく影響した事を曲の完成と共に佐村河内守さんに教えられました。

対談の後、９月１９日に「極秘にしてください。シンセサイザーを用いて２

４日かけて９分くらいの管弦楽曲を完成させた」と喜びの連絡をいただきまし

た。完全ではないところもあるでしょう。聞こえないからです。

森達也監督がわたしに聞こえないのにどうやって音楽を理解しているか質問

に答えているシーンがあります。作曲だけでなく、あなたの内なる自己自身を

理解する鍵となる重要な話なので、何度も見て考えることをすすめます。

あれこれ言ってきた人達は自分が佐村河内守と同じ状態になって、この曲以

上のものを創造できるかといえば、先に精神が耐えられないこと、この状態で
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「音楽」を創造できることがどれだけすごい事か、気づいているでしょうか。 

 
素直な人なら、安易な二極的思考や理屈は抜きにして、この演奏に自分の感

覚が広がっていくことを実感できるでしょう。そして生楽器そしてホールで演

奏されたら、どんなすごいものになるか想像すると「奇跡」に気づくでしょう。 
 
森達也監督と橋本佳子プロデユーサーをはじめとする皆さんの謙虚さと、自

分らしいことばと思いやりがあったからこそ、歴史に残る素晴らしいドキュメ

ンタリー映画になりました。さあ、また「FAKE」ＤＶＤをみましょう。 
 

参考映画・参考書籍 

「FAKE」劇場公開版 森達也監督 ２０１６年公開 

「FAKE」ＤＶＤディレクターズカット版 森達也監督 ２０１７年３月 

淋しいのはアンタだけじゃない １巻 吉本浩二作 小学館 

「“全聾の天才作曲家”５局７番組に関する見解」 

放送倫理・番組向上機構〔ＢＰＯ〕２０１５年３月 

聴覚と音響心理 境久雄編著 コロナ社 

影響力の武器 ロバート・Ｂ・チャルディーニ著 誠信書房 

補聴器フィッティングの考え方 小寺一興著 診断と治療社 

ねずさんの日本の心で読み解く「百人一首」 小名木善行 彩雲出版 

私の宗教: ヘレン・ケラー、スウェーデンボルグを語る 未来社 

叡知の海・宇宙―物質・生命・意識の統合理論をもとめて 

アーヴィン・ラズロ著 日本教文社 

「レナードの朝」 ペニー・マーシャル監督 オリヴァー サックス原作 １

９９１年公開 

火星の人類学者―脳神経科医と7人の奇妙な患者 オリヴァー サックス 早

川書房 

聴覚障害教育これまでとこれから―コミュニケーション論争・９歳の壁・障

害認識を中心に 脇中起余子 北大路書房 

近代盲聾教育の成立と発展―古河太四郎の生涯から  

岡本稲丸著 日本放送出版協会  他多数 
 

聞こえる音の研究で使ったサウンドボード、ソフトウェア 
「Sound Blaster Audigy Platinum」 クリエイティブメディア株式会社 
「Sound it!Ver4.0」 音声編集ソフト 株式会社インターネット社 
「HOME STUDIO2002」 音楽制作ソフト ローランド株式会社 他多数 



映画「FAKE」で語られなかったある事実

51

【著者紹介】

前川修寛（まえかわのぶひろ）

昭和４４年（１９６９年）京都府長岡京市生まれ。

長岡京健康みらい研究所代表。

難聴・聴覚障害のスペシャリスト。１歳の頃に失

聴した両耳ともに聴力１００デシベルの聴覚障害者。

京都府立ろう学校幼稚部卒業。麗澤瑞浪高等学校、

京都コンピュータ学院卒業。

音の聞こえ方や難聴・聴覚障害から来る情緒的な

悩み、良好な人間関係を築いていくなど役に立つ実

践的コミュニケーションを２０年以上研究。

難聴・聴覚障害から来る多くの「コミュニケーション障害」を独自に研究し

た方法で癒やし、回復する。日本国内でも前例がない難聴・聴覚障害の情緒安

定や自己肯定感の回復など、従来の聞こえる人のカウンセリングだけでは困難

な様々な悩みをヒーリングやコーチなどセッションを行い、コミュニケーショ

ン技法やダイエットも含む心身状態の回復、レイキ・ヒーラーとしてもスピリ

チュアル面の回復、耳が聞こえなくても良好な人間関係を構築していく方法を

コーチおよび支援し、多くの成果を上げつつある。

２０１４年３月の「佐村河内守ゴーストライター騒動」の報道の異常さを「マ

スコミがけっして伝えない佐村河内守氏会見の盲点」で厳しく指摘。１週間で

５万アクセスに到達。森達也監督のドキュメンタリー映画「FAKE」（２０１６

年６月公開）に物語の鍵を握る一人として出演、話は社会的に大きく影響を及

ぼし、多くの人達から絶賛を得る。「映画『FAKE』で語られなかったある事実

先行版」（２０１６年９月）でも多くの絶賛を得る。

取材や講演の相談と依頼は下記サイトへ

公式サイト http://nancho.mimiral.com/

自己肯定感の回復や極度の緊張感を緩和するためのヒーリング、良好な人間関

係を築けるコミュニケーションやコーチの相談と依頼は下記サイトへ

ヒーリング・コーチサイト http://thrive.gold-spirit.com



映画「FAKE」で語られなかったある事実 

52 
 

 

映画「FAKE」で語られなかったある事実 

1.777 

初版 平成 29 年 7 月 11 日 

2 版 平成 29 年 11 月 11 日 

前川修寛 

 

発行 長岡京健康みらい研究所 

 
 
 

定価：                 円 
 
 
【へんな注意】 
定価はあなた自身が思った金額を記入してください。 
なお、その金額は内なる自分自身への評価と同じです。 
 

【注意】 
やはり印刷して読んだ方が主体性とゆとりをもって読む事ができるとの話で

した。スマホやパソコンのモニタで見るより、印刷して読むことを強くお勧め

します。 
誤字脱字、あるいは表現の揺れなど、後から修正する場合もあります。 
著作権法上での例外をのぞき、引用の範囲を超えた無断転載・複製・流用は

禁止されています。 
 
 
 


