
04. 子音の発音 (1) 
 

 子音はローマ字と同じ読み方ができるものと、ローマ字のように読めないものがあります。 
 
1. b, d, g  
 音節末の b, d, g は［ブ］［ド］［グ］のように濁らさずに［プ］［ト］［ク］と読みます。 
 b   halb  ［ハルプ］   半分の  half 
    Dieb  ［ディープ］   泥棒   thief 
 d   Land  ［ラント］   陸地   land 
    Kind  ［キント］   子供   child 
 g   Berg  ［ベルク］   山   mountain 
    Tag   ［ターク］   日   day 
 ただし g は音節末で –ng となっていると英語の –ng の場合と同様に［ング］と読みます。 
 -ng   lang  ［ラング］   長い   long 
     Übung  ［イーブング］  練習   exercise 
 また g が音節末で –ig という形になれば、つねに［イヒ］と読みます。 
 -ig   König  ［ケーニヒ］   王   king 
    billig  ［ビリヒ］   安い   cheap 
 しかし –ig のあとに母音がくれば、ローマ字どおりの読みになります。 
    Könige  ［ケーニゲ］   王たち  kings 
    billige  ［ビリゲ］   安い （変化形） cheap 
 
2. ch  
 ch の前が a, o, u, au のときは ch は［ハ］［ホ］［フ］と読み、これを Achlaut［アハラウト］の ch 
といいます。 
    ach   ［アハ］   ああ   ah 
    Nacht  ［ナハト］   夜   night 
    Tochter  ［トホター］   娘   daughter 
    Koch  ［コッホ］   料理人  cook 
    Frucht  ［フルフト］   果物   fruit 
    Bucht  ［ブフト］   湾   bight 
 この ch はふたつの子音（複子音）ですから本来ならこの前の母音はかならず短く発音すべきなので
すが、この ch はまとめて発音されるためひとつの子音とみなされたときは、この前の母音は長く発音
されることもあり、こうした場合は辞書を調べなければわかりません。 
    hoch  ［ホーホ］   高い   high 
    Buch  ［ブーフ］   本   book 
 au のあとの ch は直前の母音が u ですから［フ］と発音するように思われますが、au はしばしば［ア
オ］と発音されるため［ホ］と発音する場合が普通です。 
    auch  ［アオホ］   …もまた  also 
    Rauch  ［ラオホ］   けむり  smoke 
 ch のあとに母音の e がくると［エ］に影響されて［ヘ］の音になります。 
    lachen  ［ラッヘン］   笑う   laugh 
    Kuchen  ［クーヘン］   ケーキ  cake 



 ch の前が a, o, u, au 以外の母音と、子音があるときにはかならず［ヒ］と読み、これを Ichlaut
［イヒラウト］の ch といいます。 
    ich   ［イヒ］   私は   I 
    recht  ［レヒト］   右の   right 
    Töchter  ［テヒター］   娘たち  daughters 
    reich  ［ライヒ］   金持ちの  rich 
    Milch  ［ミルヒ］   ミルク   milk 
 さらにこのあとに e がつづくと、やはり［エ］に影響されて［ヘ］と発音することもあります。 
    München  ［ミュンヒェン］  （都市名）  Munich 
    あるいは  ［ミュンヘン］ 
 ch に s をつけた chs というつづりは x と同じ発音で、まとめて［クス］と読みます。 
    Fuchs  ［フックス］   きつね  fox 
    Ochs  ［オックス］   雄牛   ox 
    Text  ［テクスト］   テキスト  text  
    Taxi  ［タクスィ］   タクシー  taxi 
 ただし、動詞の人称変化形や形容詞の最上級で –st という語尾がついたために –chst となったも
のは ch と s を分離させて発音しますが、これについては文法項目で学びます。 
    lachst  ［ラハスト］   （君は）笑う  you laugh 
    nächst  ［ネーヒスト］  隣の   next 
    höchst  ［ヘーヒスト］  もっとも高い highest 
 
3. ds, ts, tz, z  
 いずれも［ツ］と発音します。 
    abends  ［アーベンツ］  夕方に  in the evening 
    nachts  ［ナハツ］   夜に   in the night 
    letzt  ［レッツト］   最後の  last 
    Zeit  ［ツァイト］   時間   time 
 
4. dt  
 d は音節末となり t がふたつあることになって［ト］の発音です。 
    Humboldt  ［フンボルト］  （人名）  Humboldt 
    lädt  ［レート］   積む（変化形) load 
 
5. h  
 母音＋h は無音で発音しませんが、単語の先頭にある h はハ行の音になります。 
    gehen  ［ゲーエン］   行く   go 
    Höhe  ［ヘーエ］   高さ   height 
    Haus  ［ハウス］   家   house 
    Hand  ［ハント］   手   hand 
 
6. j  
 j は英語とことなりヤ行の発音をします。 
    ja   ［ヤー］   はい   yes 
    Japan  ［ヤーパン］   日本   Japan 



7. l と r  
 われわれ日本人にとってもっとも難しいのは l と r の区別です。l は舌の先を上前歯のうらにつけ
て「ル」とやわらかく発音します。しかし r はこのとき舌の先を振動させて強く「ルッ」とういうくらいのつも
りで発音します。あるいは r はのどの奥の口蓋垂、つまりのどびこを振るわせてちょうどうがいをする
ときのような音を出すとよりはっきりと聞こえます。 
    leicht  ［ライヒト］   軽い   light 
    laufen  ［ラウフェン］  走る   run  
    Reis  ［ライス］   米   rice 
    rot   ［ロート］   赤い   red 
 
8. p と pf  
 p は「プ」と、pf は［プフ］と発音します。 
    Oper  ［オーパー］  オペラ  opera 
    Platz  ［プラッツ］   場所   place 
    Pfeife  ［プファイフェ］  パイプ  pipe 
    Apfel  ［アプフェル］  りんご  apple 
 
9. q  
 q は単独ではもちいられず、必ず qu という組み合わせになりますが、このとき u は母音ではなく子
音の v のあつかいで qu を［クヴ］と発音します。もちろん u にはアクセントがありません。 
    Quelle  ［クヴェレ］   泉   fountain 
    quer  ［クヴェーア］  斜めに  diagonally 
 


