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ドイツ語発音教授法 母音篇 

 
清水真哉 

 
 この拙文の意図するところは、筆者が勤務している大学で担当している第二外国語としてのドイツ

語の授業の枠内での母音の発音の授業回について、その詳細を報告することにある。 
 ドイツ語の発音については、ドイツ語の音声学に関する解説書などは無論存在するが、それを授

業の中でどのように指導するかについての教授法に関する文献は、筆者の不勉強に拠るのかも知

れないが、あまり見当たらない。 
 個々の音の出し方について記述した参考書はあっても、それを学習者に対しどのように教えるか

については、あまり書かれていない。 
 実際には、指導の技術についても細かい工夫が必要であり、それは有効である。 
 それも、個々の音の指導法にとどまらず、一回の授業の組み立てという観点からも、考慮すべき

余地はある。 
 筆者が教室で行っているドイツ語の発音の授業の実際を出来る限り詳細に記述することにより、

筆者の工夫の中で活用可能なものがあればよいと願っている。 
 
 発音の授業は、母音の回と子音の回に分けて行っているため、この稿では、母音の授業につい

て取り扱い、子音の授業については稿を改めて取り上げたい。 
 
1) ドイツ語の母音の授業の目的 
 
 ドイツ語の母音の数は、日本語の母音の数が五つであるのと比較すると、ウムラウトの他、長母音

となる閉音まで併せるとかなり多い。 
 ドイツ語の母音の授業とは称しても、初学者に対し一度きりの授業で、これら全ての母音をまとめ

て体系的に教えきるのは不可能である。そこで日本語の母音には近似の音もない、ドイツ語に特

徴的な母音に傾注することとなる。 
 ドイツ語の母音の音素で特別な指導を要するものは、o ウムラウト[  ]と、u ウムラウト

[  ]である。a のウムラウト[  ]にも若干の注意を促す必要がある。その他、u の音[  ]と o
の音[  ]の区別の問題も指導の必要のある項目である。 
 筆者の担当しているクラスでは、これらのうち、oウムラウト[  ]と、uウムラウト[  ]

について、全員が正しく発音できるようになるまで、実習的に指導している。 
 まず筆者が担当している授業の概要を記せば、一回の授業時間は 85 分で、週２コマ。一クラス

の人数は約 65 名である。この人数では実習的に教えることは難しいため、一週の内で前半、後半



と分け、一回の授業ではこの半分の人数に対して教えることにしている。 
 この発音の授業に限らず、授業は授業開始時に学生に配布する自作のプリントに基づいて行っ

ているが、母音の回の教材プリントは次のページの通りである。 
 
 
 



＜母音の発音＞ 
 
母音：肺から出る空気が口の中で流れを妨げられることなく作る音で、声帯の振動を伴う有声音。 
 
◇母音の発音は、舌の位置（舌のどの部分が持ち上がるか）と口の開き（顎の開け方、歯と歯の間

の距離、舌の高さ）と唇の形（円唇：唇をすぼめるように丸めて緊張させる）の三つによって決まる。 
 
☆日本語の母音 
 
＊ 前舌（＿＿＿、＿＿＿）、中舌（＿＿＿）、やや後舌（＿＿＿）、後舌（＿＿＿） 
（前舌は舌先を下の歯の裏に付ける） 
 
＊ 広口（低舌）（＿＿＿）、半狭口（＿＿＿、＿＿＿）、狭口（高舌）（＿＿＿、＿＿＿） 
 
＊ 円唇（＿＿＿）、円唇あるいは非円唇（＿＿＿）、非円唇（＿＿＿、＿＿＿、＿＿＿） 
 
☆ドイツ語の母音 
発音記号 主な綴り 舌の位置 口の開き 唇の形  
［ａ］ a 中舌 広口 非円唇 日本語の/あ/ と同じ

［e］ e 前舌 半狭口 非円唇 /え/よりも狭口 
［з］ e,ä 前舌 半広口 非円唇 /え/よりも広口 
［œ］ ö 前舌 半広口 ［з］の円唇  
［ ］ o 後舌 半広口 円唇 /お/よりも後舌 

＊日本語の /え/ は、［з］と［ｅ］の中間の音である。 
 
［Ι］ i 前舌 狭口 非円唇  
［Ｙ］ ü,y(Ypsilon) 前舌 狭口 ［Ι］の円唇  
［Ω］ u 後舌 狭口 円唇  
 
＊ドイツ語のｕ［Ω］は日本語の /う/ ［  ］と口の開きも舌の位置もほぼ同じだが、唇の形は必ず円

唇である。またドイツ語のｕ［Ω］は日本語の /お/ ［ｏ］と舌の位置と唇の形はほぼ同じであるが、口

の開きはもっと狭い。そのためドイツ語のｕ［Ω］は /う/ と /お/ の中間の音として聞こえる。 
例：Frau フラウ、フラオ  Matheus マテウス、マテオス 
［ ］ う 後舌～中舌 狭口 非円唇(註) (註)近畿地方では円唇 
［Ω］ u 後舌 狭口 円唇  
［ｏ］ お 後舌 半狭口 円唇  
＊発音に関する詳細な解説は三省堂『クラウン独和辞典』の P12 以降にあります。 



2) 母音の概説 
 
 母音の授業の開始にあたり、ドイツ語に限らず、言語一般に通ずる問題として、母音とは何かに

ついて、簡単にではあるが解説している。 
 まず第一点は、母音とは、胸から出た息が妨げられずに出る音であるということである。 
 そして第二点として、母音の発音は、舌の位置と舌の高さ（口の開き）と唇の形の三つのポイント

によって決められるということである。このことは、これから個々の母音について解説をしていく上で

の前提となる知識として、更に実際に音を出す練習をする上で重要である。 
 
3) 日本語の母音 
 
 言語一般に通じる話として母音について解説をしても、それは抽象的・理論的な理解にとどまり、

具体的、体感的なものとしては理解しづらいものであろう。ドイツ語の発音を実際に習得する前段

階の準備としては、それでは不十分である。 
 そのため、母音というものの特性を理解させるために、まずは学生たちに、自ら身に付けている最

も身近な言語である日本語の母音について省察させることにより、理解を深めさせることを、重要な

授業の手段としている。 
 
3.1) 日本語の母音の舌の位置 
 
 まず最初に、日本語の母音の五つの音を、舌の（盛り上がる）位置の前後への移動について観

察させ、授業プリント上で、前舌と後舌に分類させる。 
 
＊ 前舌（＿＿＿、＿＿＿）、中舌（＿＿＿）、やや後舌（＿＿＿）、後舌（＿＿＿） 
 
 前舌と後舌の違いは意外に捉え難いものであり、実例として、 /い/ と /お/ を交互に言わせなが

らその差異を実感させる作業が必要である。 
 前舌においては舌先が下顎の歯の裏に接触、または近接していることを確認させる。 
 
3.2) 日本語の母音の舌の高さ（口の開き） 
 
 次に舌の高さ（口の開き）について同様の作業をさせる。 
 広口と狭口の母音を探させる際に、筆者の指導する環境では、指導する対象は歯学部生である

ため、歯科診療所において患者さんに口を大きく開けてもらう時には「あー」と言ってもらい、歯を見

せてもらう時には「いー」と言ってもらうことなどをヒントとしている。 
 



＊ 広口（低舌）（＿＿＿）、半狭口（＿＿＿、＿＿＿）、狭口（高舌）（＿＿＿、＿＿＿） 
 
 これについては、舌の高さとして指導するのか、口の開きとして指導するのか迷うところである。口

の開きとして説明した方が外見的には分かり易いが、口の開きはあまり変わらないまま、舌の高さに

よって音は変化するからである。顎の蝶番（ちょうつがい）の開く角度と表現することもある。 
 学習者にとっては、前舌である /い/ と /え/ については口の開きの違いについて認識しやすい

が、後舌である /う/ と /お/ のうちどちらが舌の位置が高い（口の開きが大きい）かは、多少分かり

難いものである。 
 
3.3) 日本語の母音の唇の形 
 
 最後に、唇の形について認識させるために、日本語の母音中、円唇となるものを探させる。 
 
＊円唇（＿＿＿）、円唇あるいは非円唇（＿＿）、非円唇：（＿＿、＿＿、＿＿） 
 
 その際、学生には円唇という概念がまだ未知のものであり、この探す過程において、同時に円唇

という概念を把握していくことが、秘められた課題となる。 
 また日本語の /う/ が円唇としても非円唇としても発音可能であり、それが地域的な条件に依存し

ていることに注意を要する。 
 円唇が持つ突き出て、丸みを帯びた形、緊張感などを、特に /お/ を発音させながら掌握させる。

自分の唇を指でなぞらせて、丸く緊張した形を認識させる。 
 o ウムラウトの指導に関し、「 /え/ を言いながら /お/ の口の形にする。」といった記述をする教科

書があるが、/お/ の口の形から、「円唇」という概念を抽出する過程は不可欠ではないかと考える。 
 
 
4) ドイツ語の母音 
 
 日本語の母音の省察を通じて母音というものを理解するという下準備が終わり、いよいよドイツ語

の個々の母音の学習に入る。 
 
4.1) [ａ] （中舌・広口・非円唇） 
主な綴り a 
 
 この音については、日本語の /あ/ とほぼ同じ音であるため、特に練習をしない。 
 
 



4.2) [ e ]（前舌・半狭口・非円唇） 
主な綴り e 
 
 この音については、日本語の /え/ よりも口の開きが多少小さいとされるが、特に練習をしない。 
 
 
4.3) [зの逆] 
（前舌・半広口・非円唇） 
主な綴り e,ä 
 
 この音は日本語の /え/ よりも、口の開きが大きい。 
 この音は [з] の音自体としてもさることながら、下の o のウムラウトと、前舌である点と、口の開き

の大きさが共通するので、o のウムラウトの練習をする前準備として、個別の指導はしないが、学生

全体で発声してもらう形で練習をさせている。 
 
 
4.4) [œ] 

（前舌・半広口・円唇） 

綴り ö 
 
 o のウムラウトであるこの音については、日本語にはないドイツ語特有の音であるため、入念に指

導し、個々の学生についてチェックし、全ての学生が正しく発音できるようになるまで、

場合によっては、休み時間に食い込んだり、次の授業時間に持ち越したりすることも厭わ

ず、全員が完全に習得するまで指導している。 
 まずは発音の仕方を解説した後、学生の前で自分が発音してみせて、それから学生全員

に後について言わせる。しばらく学生達自身で練習する時間をとった後、座席順に一人ず

つ発音をさせて、正しく出来るか確認し、出来ていない学生には出来るまで指導する。 
 
 

4.4.1) o ウムラウト [œ] の舌の位置 
 
 この音は [з] の音を円唇にしたものである。それゆえ、まず口を広めに開ける [з] の音を言わ

せながら、唇だけ円唇にさせる。 
 o ウムラウトは前舌であるが、 [з] の音の流れで発声させれば、自然と前舌になっているはず

である。 
 しかし、正しい音が出せていない学生について見ると、前舌が出来ていないことが原因の場合も



多々ある。その場合は、まず舌先を下の歯の裏に付けさせるように指導する。 
 舌の位置は、舌先を下顎部前歯の裏に接触させてはいるものの、十分、前方に突き出す感じが

欠けているために、相応しい音にならない場合がある。 
 
 
4.4.2) o ウムラウト[œ]の口の開き 
 
 o ウムラウトの音を出させるためには、口の開く大きさを適切に指導することが必要である。 
 o ウムラウトの音を出させる時は[з]の音を出す流れで発声させるのだが、[з]の音を出させる際

に、ドイツ語の [з] と [ｅ] の違いとして、ドイツ語の [з] は、半狭口の [e] よりも、日本語の /え
/ よりも広い、半広口であることを強調しておく。 
 [œ] の音が正しく出せない場合に、口の開きが十分でないことが原因であることは非常

に多い。 
 上手に発音できない学生に多く見られるのは、音を出している間に、口の開きが段々狭くなって

いく傾向である。この癖がなかなか治らない場合は、同級生に私と一緒に見ていてもらい、段々、

歯と歯の間が狭くなっていくことを確認してもらう。矯正の手段として、歯と歯と間に指を入れさせて、

歯と歯の間の間隔を固定させることもある。 
 また手鏡を使って自分で気付かせるようにすることもある。 
 
 
4.4.3) o ウムラウト[œ]の唇の形 
 
 日本語の母音について分析をした際に、日本語の /お/ を通じて、「円唇」という現象について認

識させているので、ここでは[з]の音を出しながら、唇を円唇にしなさいと指示することが出来る。 
 それでも、日本語の /お/ を言う際には出来ているはずの円唇をうまく形成できない学生は少なく

なく、やはり円唇が o ウムラウトの音を正しく発音する上での鬼門であることに変わりはない。 
 そうした場合には、あらためて日本語の /お/ を言わせながら、円唇の口の形、緊張感、突き出し

た感じを想起させるようにする。 
 正しい音が出せない場合に、円唇の輪が小さくなり過ぎるために適切な音にならないことは非常

に多い。そうした事例では、唇を「烏賊リング（輪切りにした烏賊の揚げ物）」の形にするようにと言っ

て、イメージを湧かせるようにしたりすることもある。 
 
4.4.4) o ウムラウト[œ]の指導の要点 
 
 母音の授業の導入部では分析的な指導が必要であるが、スポーツと同様に、理論を通り越して、

あるいは理論を消化した上で、視覚、聴覚による直感的な把握がものを言う場合はある。そのため



指導においては、理屈で説明すると同時に、指導者が実際の音を聞かせながら、音色を耳で覚え

させることが有効である。 
 また指導者の正しい口の形を見ることにより、視覚から入って、正しい音を出し得ている学生もい

るから、よく見させることも必要である。 
 
 
4.5) ［Ι］ 
（前舌・狭口・非円唇） 
綴り i 
 
 この音については、この音自体の特性もさることながら、o ウムラウトに対する[з]の音のように、u
のウムラウトの音である［Ｙ］と前舌であることが共通し、口の開きが同じであるため、その発音をする

練習の準備としての意味合いもある。 
 そのため[з]の音同様、個別の指導はしないが、学生全体で発声してもらう形で練習をさせてい

る。 
 
 
4.6) ［Ｙ］（前舌・狭口・円唇） 
綴り ü,y 
 
 u ウムラウトと y の音であるこの音についても、日本語にはないドイツ語特有の音であるため、o ウ

ムラウトの場合と同じように、全ての学生が発音できるようになるまで最後まで指導し、合格したかど

うか記録する。 
 この音の指導では、まず［Ι］の音を、日本語の /い/ よりも口の開きが狭いことと、前舌であるこ

とを強調しながら発音させ、その状態で唇を円唇にさせる。自分が見本を示してから、学生全員に

一斉に模倣させる。それから個別に練習させてから、一人一人発音させ、正しい音が出せているか

確認する。 
 
4.6.1) u ウムラウト［Ｙ］の舌の位置 
 
 u ウムラウトの前舌については、指導上、特段の困難は存在しない。 
 
 
4.6.2) u ウムラウト［Ｙ］の口の開き 
 
 まずは [i] の音を適切に、口の開きを日本語の /い/ に比べて十分に狭く発音させることが肝要



である。その状態から自然に u ウムラウト ［Ｙ］ に移行させる。 
 
 
4.6.3) u ウムラウト［Ｙ］の唇の形 
 
 u ウムラウトも円唇である。o のウムラウトより口をすぼませ、突き出すような形にする訳であるが、こ

れは学生にとって比較的飲み込み易いようである。 
 
 
4.6.4) u ウムラウト［Ｙ］の指導の要点 
 
 一つのポイントとして、日本語の /ゆ/ との違いを説明することの必要性が挙げられる。 
 日本語の /ゆ/ と、聴覚上の印象が近似しているため、学生から、「日本語の/ゆ/と同じですか？」

という質問を受けることがある。日本語の /ゆ/ は半母音であり、違いを明らかにするには、u ウムラ

ウトは前舌であること、舌を高い位置に保つ極めて口の開きの狭い母音であることを強調する必要

がある。 
 /ゆ/とは異なる u ウムラウトの鋭い音色を聴覚により気付かせることも必要である。 
 
 次に注意する必要のある点は、u と ü の違いである。 
 技術的には無論、ü は u を前舌にするように指導すればよい訳であるが、これは発音の技術上よ

りも、聴覚的に両者の差異を認識することの方が難しいようである。 
 
 
4.7) u[Ω]と o[ c の逆 ] 
[Ω]（後舌・狭口・円唇） 綴り u 
[ c の逆 ]（後舌・半広口・円唇） 綴り o 
 
 二つの後舌の音である u と o については本来、特別な指導が必要であろう。 
 ドイツ語の o [   ] については日本語の /お/ よりも後舌であるが、それほど遠くないので、さ

ほどの困難はないかも知れない。 
 しかし一方、ドイツ語のｕ［Ω］は、聴覚上、日本語の/お/に相当するものとして聞いてしまうことが

ある。 
 かつて講談社から刊行されていた雑誌の名前である Frau 誌には、「フラオ」というカタカナが当

てられていたことがあった。また著名なドイツ代表サッカー選手であった Matheus 氏のかな書きは、

「マテウス」とともに、「マテオス」とされることもあった。 
 それゆえ聞き違いを防ぐためには、ドイツ語のｕ［Ω］の音の特徴を指導する必要がある。この音



は日本語の /う/ と異なり、はっきりと円唇であり、舌の位置も /う/ よりも明確に後舌である。舌の位

置と唇の形の二つの点で日本語の /お/ に近くなるのであるから、錯誤が生じるのも致し方ない。 
 ドイツ語の ｕ ［Ω］ と o [   ] の聞き分けの練習が必要なのであろうが、実際には、この区別の

問題にまで授業の中では入りきれずにいるのが実情である。 
 これは中級ドイツ語の課題であるのかも知れない。 
 
 
4.8)  
 
 以下の閉音（長母音）と曖昧母音については授業において取り上げることが出来ていな

い。 
 
［ｏ:］ oh 半狭口 円唇 後舌  

［ｅ:］ eh 半狭口 非円唇 前舌  

［φ:］ öh 半狭口 ［ｅ:］の円唇 前舌  

［ｉ:］ ih 最狭口 非円唇 前舌  

［ｙ:］ üh 最狭口 ［ｉ:］の円唇 前舌  

［ｕ:］ uh 最狭口 円唇 後舌  

［ ］ 曖昧母音 中口 非円唇 中舌  

 
 
5) まとめ 
 
 大学の教養課程における第二外国語の教育には、その目標設定に始まり、各種の課題が存在

する。 
 筆者が第二外国語としてのドイツ語教育の任にある医療系大学においても、一年次の教養課程

の一年間の授業の限られた枠の中で、文法をどこまで教え、読解力の水準をどこまで高めることを

目指すかは熟慮を要する問題である。 
 発音に関する指導においても、考慮すべき課題は色々と存在する。特に、授業時間の限られた

中でどこまで教えるかは、判断を要する問題である。発音について音声学的に正確さを極めていく

ことは十分な学習時間を費やせれば無論可能であるが、授業の現場では、学生にどこまで教える

のか、不正確さが残っても学生が消化できる点で線引きをする教授法上の決断が必要となる。 
 授業時間数の問題だけでなく、前提となるドイツ語の経験のない段階で、過度に詳細なことを教

えても、学生は吸収し切れるものではないであろう。 
 また、次の大きな課題がある。この考察において詳述した授業では、単音としての母音しか指導



できていない。それらの母音が、様々な子音と組み合わされた時、多様な個別の困難が生じてくる

ものであり、更なる理解と練習が必要となってくる。しかしそこまでの指導は残念ながら為し得てい

ないのが実情である。 
 筆者が行っている母音の回の授業は、o ウムラウトと u ウムラウトに特化した、一点豪華主義とも言

える授業法ではある。しかしドイツ語の発音の代表的、象徴的存在であるウムラウトを、一度くぐり抜

けることの意義は大きいであろう。一度は確実に正しく発音したということは、確かな積み重ねの一

歩となるであろう。 
 更に、日本語の母音の観察から入って、音声学という学問の一端に触れること自体に、教養課程

における第二外国語教育の一つの意義を見出しうると筆者は考えている。 
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